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会議のてんまつ 

令和元年９月３日    午前９時００分 開会 

 

事務局長（松沢 さゆり） 御起立願います。〔一同起立〕おはようございます。 

〔一同「おはようございます」〕御着席ください。〔一同着席〕 

議  長（丸山  豊） 先日の大芝高原まつりには、それぞれの立場での御参加お疲れさ

までした。前日の準備には、どうなることかと心配しましたが…。 

事務局長（松沢 さゆり） マイク入ってますか。 

議  長（丸山  豊） マイクのテスト中、入りますか。よろしいですか。 

 先日の大芝高原まつりには、それぞれの立場での御参加お疲れさまでした。前日の準備に

は、どうなることかと心配しましたが、当日は青空の下でのお祭りとなり、老若男女満面の

笑みがあふれ、人と人とがつながった１日でありました。今議会は決算議会であります。十

分な審議をお願いいたします。 

 ただいまから令和元年第３回南箕輪村議会定例会を開会します。 

 会議に入る前に御報告いたします。５番笹沼議員から、病気療養のため欠席する旨の連絡

がありました。 

 ただいまの出席議員数は９名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開

きます。 

 本日、清水住民環境課長が病気療養のため、欠席する旨の届け出がありました。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第122条の規定により、９番、三澤澄子議員、１番、百瀬輝

和議員を指名します。 

 日程第２、会期決定の件を議題といたします。 

 過日、議会運営委員会が開催されていますので、議会運営委員長の報告を求めます。 

 山﨑議会運営委員長。 

議会運営委員長（山﨑 文直） おはようございます。 

 議会運営委員会の御報告をいたします。 

 本日招集されました令和元年第３回南箕輪村議会定例会の会期日程ですが、過日、議会運

営委員会を開催をいたしました。次のように決定しましたので、報告いたします。 

 本定例会に付議された事件は、議案が21件、報告が１件であります。このうち議案第19号

から21号は、議案審議の関係で即決といたします。請願・陳情は、陳情が２件提出されてお

ります。 

 会期は、本日９月３日から９月19日までの17日間とし、この間で４日から16日まで本会議

を休会といたします。 

 また、最終日、19日ですが、開会時刻を午後３時を予定をしていますので、よろしくお願

いいたします。 

 以上で、議会運営委員会の報告を終わります。 

議  長（丸山  豊） ただいまの議会運営委員長の報告のとおり決定することに御異議

ありませんか。 
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〔議場「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議  長（丸山  豊） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日から９月19日までの17日間に決定しました。 

 なお、本定例会の日程は、お手元に配付の表のとおりです。 

 ここで、村長の挨拶を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 改めまして、おはようございます。〔一同「おはようございま

す」〕 

 令和元年第３回議会定例会を招集を申し上げましたところ、議員の御出席をいただき開会

できますことに、お礼を申し上げます。 

 さて、今年の梅雨は、不順な天候がいつまでも長引き、全国的に例年よりも遅い梅雨明け

となりました。また上陸した二つの台風や、秋雨前線による大雨や強風により、九州北部、

西日本や中国地方の各地で、河川の氾濫や、土砂災害などの災害が発生し、住宅地の冠水な

どさまざまな被害が相次ぎました。本村でも災害の心配をしましたが、おかげさまで大きな

影響もなく、ありがたく思っております。 

 今年の５月から、５段階の警戒レベルを用いた気象情報の発表や、避難情報の発令を行っ

ております。先日実施した防災訓練におきましても、警戒レベル３相当の気象情報が発表さ

れたことを想定し、防災無線やメール配信により、避難準備を呼びかけたところであります。

広報誌にも特集を組んでお知らせしてまいりましたが、住民の皆さんにしっかりと御理解を

いただき、警戒レベルに応じた的確な行動をとっていただくよう願っております。 

 また、今年の防災訓練につきましては、参加住民が3,900人余、職員や消防団関係者を含

めますと、4,000人を超え、村民の26％以上の皆さんが、防災訓練に参加をしていただきま

した。防災意識が高まってきている、そんな感じを受けたところであります。 

 また、これから本格的な台風シーズンを迎えるに当たり、収穫期を迎える農作物への影響

も心配されるところでありますが、実りの秋を迎えられることを願うところであります。 

 さて、現在の景気の動向を申し上げます。 

 内閣府が８月９日に、４月から６月期の国内総生産速報値を発表しております。年率に換

算すると1.8％の増となり、３四半期連続のプラス成長となりました。今回は雇用者所得の

増加傾向を背景に、改元や10連休の効果で個人消費が回復し、企業の省力化を図る設備投資

が堅調であったことなど、内需の拡大によるものとのことであります。 

 しかし、外需は中国経済の陰りで、輸出の低迷が続いたほか、輸入の伸びによりマイナス

となり、成長率は前期から鈍ったとのことであります。これを受け政府は、景気は内需を中

心に緩やかな回復が続いているとの認識を示しましたが、今後の米中貿易摩擦の激化や金融

市場の変動、10月の消費増税による影響による景気の動向を、注視をしていく必要がありま

す。 

 また、地元金融機関が公表しております伊那谷の経済動向では、総合的な業況感は改善傾

向にあるとされています。業種別では建設業を除く全ての業種で改善もしくは、前期並みと

なったとのことであります。 

 来期の見通しにつきましては、悪化を予想しそれぞれの業種で厳しさを強める見通しとな

っております。さまざまな要因による不安材料もありますが、10月には最低賃金の引き上げ
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を見込まれておりますので、経済効果が少しでもあらわれることを期待するところでありま

す。 

 続きまして、６月定例会以降の主な村の状況につきまして、報告をさせていただきます。 

 初めに、村の一大イベントであります第34回大芝高原まつりであります。天候が心配され

る中、準備から片づけまで雨による影響も若干はありましたが、おかげさまで当日は好天に

恵まれ、盛大に開催することができました。このごろは９月間近とはいえ、気温が30度超え

る日が多く、まつり当日も暑い１日となりました。 

 今年のおまつりパレードはコースと時間を変更し、参加者の負担を軽減して行い、闘鶏大

会は第１回から継続して行われておりましたが、毎回楽しみにしていたファンがいる中で、

担い手の関係で休止となりました。 

 一方、おまつりステージは若者や女性グループなどの出演希望者が多く、出演者とそれを

見るお客さんたちの熱気で大いに盛り上がりました。ふるさとの味コーナーやたらいレース、

民謡踊りなど、多彩な催し物にも大勢の人手が見られ、花火大会まで熱気あふれたお祭りに

なりました。上伊那の夏祭りを締めくくるお祭りを大勢の方々に楽しんでいただき、特に若

者の参加が目立ち、朝から夜遅くまで活力のあふれた祭りとなったところであります。大変

喜ばしい好ましい傾向となったところでもあります。 

 花火大会につきましては、厳しい経済情勢の中、197団体の皆様から600万円の御寄附を賜

り、大芝高原まつりのフィナーレを盛大に飾ることができました。御協賛をいただきました

皆様へ、改めて感謝を申し上げます。 

 大芝関連では、道の駅大芝高原でありますが、開駅から１周年を迎え、駐車場には県外ナ

ンバーの車や夏休み期間中にはキャンピングカーが目立つようになりました。また、年々温

泉離れが進んでいると言われている中で、大芝の湯では道の駅効果と思える入場者の増を感

じております。味工房では、毎月第３金曜日を味工房の日と銘打って、季節の売り出しなど

イベントを開催しております。 

 また、地元の果物を使ったジェラートは人気が高く、おもてなしプリンとジェラートのコ

ラボ商品の「サンデー」なども、徐々に人気が出てきております。特におもてなしプリンは

月1,000個の製造を目標にスタートしましたが、御当地タレントの成美さんがプリン大使と

してＰＲしていただき、またＶＣ長野トライデンツの応援ラベル効果もあり、評判がよく現

在では平均1,700個製造しても、まだまだ足りない状況であります。 

 ６月に開催しました伊那谷プリンフェス（ミニ）では、上伊那５店舗のプリンがそろった

ところで、大勢のお客様に大芝高原に来ていただきました。購入者から次回の開催を望む声

もあり、一方他店からも参加したいとの話もあり、プリンでつながる地域おこしも予感させ

るところであります。現在の製造場所は狭く生産効率も悪いため、地方創生拠点施設整備交

付金事業を活用して、専用の製造工房に改装し、必要な製造機器類を整備することで、安定

して月3,000個の製造ができるように計画をしております。 

 さらに、製造工程の改善工夫などによりまして、ふるさと納税の返礼品やネット販売など

が可能になれば製造量の増加も見込め、大芝高原を代表する商品になることも期待をされる

ところであります。 

 また味工房では、手づくりパンと一緒におやき製造をし、伊那中央病院やあじ～ななどで

も販売しております。大芝荘で販売する冷凍おやきも隠れた人気があり、解凍後焼き上げる
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と大変おいしいとの感想をいただいております。 

 諏訪市出身の東京新宿で、消費者とのつながりを大切に飲食店おやきカフェを経営されて

いた方が、食べ物が縁で村内の生産者と知り合い交流を重ね、村の良さを知りこの村でふだ

ん私たちが触れることがない、東北の人たちが望んでいる物を村へ伝え、みんなで積み上げ

て拮抗し、つながりをつくっていきたいと地域おこし協力隊に応募がありました。村の自然、

農産物や味工房のおやきにも魅力を感じ、意欲旺盛な方と見受けられ、地域おこし協力隊と

して、大芝高原味工房に新たな魅力を起こすことが期待されます。今議会にそのために必要

な補正予算を提案させていただきますので、お認めをいただきますよう、お願いをいたしま

す。 

 10月５日からは、第14回の大芝高原イルミネーションフェスティバルが始まります。地域

の方々や企業、団体などによる手づくりの一大イベントとして、規模も大きく村外、県外か

らも楽しみに訪れる方々がたくさんいます。村民の大勢の皆さんに参加していただき、さら

に楽しんでいただくことを願っております。 

 続いて、村の人口動態でありますが、今年の１月１日は１万5,496人でありましたが、９

月１日には１万5,579人となり、８カ月で83人の増加となりました。そのうち自然増は８人

でありました。回復、この自然増につきましては、昨年が１人というようなそんな状況であ

りましたので、今のところ回復傾向にあり、好ましい状況となっております。 

 平成29年で76人の増、平成30年で105人の増でしたので、今年もそれを上回るペースでの

増加となっております。今後も消費税率アップ前の住宅建築も見られ、昨年には、第５次総

合計画に掲げております平成37年度の目標人口１万5,500人を超え、増減の変動により目標

人口を割り込む月もありましたが、今後は安定的に１万5,500人台を推移しながら、増加を

していくことが見込まれております。 

 次に、地方創生関連であります。国への事業申請をしておりました地方創生拠点施設整備

交付金事業が先月採択され、移住希望者のためのお試し住宅や、企業研修の場としての活用

や、夏場の観光客の宿泊施設として貸し出すため、大芝高原に10人用コテージを２棟建設す

ることといたしました。また、先ほども触れましたが、プリン製造工房の改装工事にも着手

してまいります。いずれも来年３月末の完成を目指しております。今議会に契約の締結の議

案を提出しておりますので、お認めをいただきますようお願いをいたします。 

 子育て女性再就職支援事業につきましては、今年度から箕輪町との広域連携事業として実

施をしておりますが、再就職者数は事業開始から本年７月までに144名に上っており、引き

続き順調に成果を上げております。就職前の事前セミナーにつきましては、今年度は箕輪町

で３回、本村で４回の開催を計画しており、これまで村では２回開催し20名の参加がありま

した。 

 村創生総合戦略に基づく結婚支援施策であります婚活イベント、芝コンｉｎ大芝高原を本

年度も10月５日に開催する予定であります。現在県内在住の23歳から35歳までの男女各15名

の募集を行っているところであります。 

 ７月にはスポーツ等の分野の中から、ＶＣ長野トライデンツを初の南箕輪村特命大使に委

嘱いたしました。ＶＣ長野トライデンツの皆さんには、ぜひとも南箕輪村発展のために御尽

力いただきますようお願いするとともに、10月26日から松本市総体体育館で開幕する次期Ｖ

１での活躍を期待をしているところであります。 
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 本年10月１日から実施される国の消費税、地方消費税率10％引き上げに伴う、住民税非課

税世帯及び、子育て世帯の消費に与える影響を緩和するための対応として、本村でも実施い

たしますプレミアム付商品券事業につきましては、取扱店や事業所も決まり、10月１日から

の販売に向け、住民税非課税世帯の方へ先月、購入引きかえ券の交付申請を送付し、受付を

開始したところであります。申請された方には今月中旬から順次引きかえ券をお送りするこ

ととなっております。11月末までが申請期間となっておりますので、購入を希望される方は

忘れずに手続をしていただきたいと思います。また、３歳未満のお子様のいる世帯の方は、

対象世帯数が確認できることから、申請手続を不要とし、購入引きかえ券を直接送付する予

定であります。有効に活用していただければと思っております。 

 また、村観光協会主催の事業、マウンテンバイクイベントｉｎ大芝高原につきましては、

７月にボランティア等による大芝村有林内の仮設コースの整備を行い、フラッグフットボー

ル小学生東西選抜大会の前日に、道の駅大芝高原１周年イベントとして実施しました。続い

て８月の山の日にも、毎年好評の大泉所ダムのカヌーと組み合わせて実施をいたしました。

今月も農楽事業のイベントと連動する形で、マウンテンバイクイベントを開催する予定であ

ります。 

 次に、健康福祉関係であります。 

 国の地方創生拠点施設整備交付金を活用して、繰り越し事業としてお認めをいただいた生

涯活躍交流センターの新築工事でありますが、８月に業者を決定し現在準備工の段階となっ

ております。年度内完成に向け鋭意進めてまいります。 

 新たな補助事業といたしまして、小児がん等の治療により、再予防接種が必要となった20

歳未満の方への費用を補充する事業、骨髄バンク登録者がドナーとして選定された場合に、

骨髄等の提供に必要な入院日数に応じて、補助金を交付する事業を10月１日から実施するこ

とといたしました。今後も福祉に優しい村づくりを推進をしてまいりますので、よろしくお

願いをいたします。 

 また、高齢者の冬期間における経済的負担軽減のために取り組んでおります、福祉灯油券

事業でありますが、基準価格をリッター85円としてあり、８月26日現在の県内小売価格の平

均が87.2円と公表されております。実施判断の基準日は11月１日と考えていますが、この費

用を今議会の補正予算で提案をさせていただいております。お認めをいただきますようお願

いをいたします。なお、イラン情勢など不安定な要素もありますが、基準日に85円を下回る

ような状況に至れば、実施は見合わせたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

 次に、子育て関係であります。 

 各保育園のエアコン設置工事につきましては、梅雨明けの猛暑前までに全園の全ての部屋

で稼働することができ、快適な保育環境とすることができました。10月から始まる幼児教

育・保育料の無償化につきましては、３歳以上児と未満児の非課税世帯までが対象となりま

す。３歳以上児の給食費の副食費につきましては、国の公定価格である4,500円より軽減し

た3,000円を負担していただくということで、子供・子育て審議会の了解を得ております。

今議会では、無償化に係る条例の改正も提案させていただきますので、御審議をいただき、

お認めをいただきますようよろしくお願いをいたします。 

 続いて、こども館についてでありますが、夏休み期間中に毎年さまざまイベントを実施い
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たしました。中学生向けの学習支援講座では中学校の２年生、３年生を対象に各教科の講座

を開催したところ、35人が受講し学力アップのサポートを行うことができました。８月３日

には、こども館祭りを開催し、大人160人、子供175人、計335人の参加がありました。中学

校の吹奏楽部の演奏によるオープニングや親子運動遊び、各種工作、幻想的な光の体験ので

きる部屋など工夫し、多くの親子に楽しんでもらうことができました。 

 産業関係では、６月の議会におきまして、ゴルフ場で松枯れが拡大し、その周辺の村有林

内で松枯れが広がっている状況をお伝えしました。昨年から松くい虫予防として、３回目に

なる薬剤の樹幹注入を始めております。松くい虫に対して、ある程度の効果が確認をされて

いますが、早期発見、早期駆除が大事となっております。その後みんなの森で薬剤の樹幹注

入をされていない赤松が、松くい虫被害にあったと思われる松枯れが確認をされているとこ

ろであります。こうした状況から、大径木の赤松は建築材の需要もあり、村内の赤松も注目

されつつあります。間伐計画などで初冬から春先に、大径木の赤松の伐採が必要な場合には、

建築材などの二次活用に心がけ、南箕輪村のＰＲと保全すべき赤松の保護に努めていきたい

と考えております。大芝高原での薬剤空中散布は難しいと思われますので、樹幹注入の効果

が確認されていることなどから、薬剤の樹幹注入を継続しながら、当面は被害木を発見次第

伐倒駆除してまいります。 

 建設関係でありますが、建設、上下水道事業、それぞれ計画した事業は順調に進んでおり

ます。建設工事関係では、上半期の進捗状況は、村道1063号線塩ノ井旧道の舗装修繕工事な

どを実施し、全体の約60％の発注を行いました。今後は、農繁期が終了する時期に合わせま

して、水路改修工事等を発注するとともに、村道2038号線、田畑駅前の道路でありますが、

道路改良工事などを実施してまいります。 

 また、国庫補助事業では橋梁の定期点検、村道3008号線北原の道路改良事業の用地買収等

を予定をしております。 

 県事業の県道伊那北殿線下川原橋クランク改良事業でありますが、平成30年度の補正予算

事業となったため、伊那土地改良区及び伊那西部土地改良区の水路補強工事及び道路拡幅工

事が当初計画より２年早く、来年度完成に向けて進められることとなりました。この点は大

変ありがたいことかなと思っております。 

 上水道では、第２配水池の薬剤機械施設整備事業について、おおむね建物は完了し、今後

機械設備の設置を進め年内の稼働を目指してまいります。 

 下水道では、浄化センター、管渠、マンホールポンプの更新、修繕を効率的に実施してい

くため、平成29年度から取り組んでおりますストックマネジメント計画を策定をしておりま

す。今年度の業務の完了を目指しているところであります。計画した工事等につきましては、

年度内完成に向けて、鋭意努力して進めてまいりますのでよろしくお願いをいたします。 

 教育関係であります。 

 小・中学校におきましては、大きな事故もなく２学期を迎えることができました。この夏

休み中に開催された部活動関係の大会では、女子バレーボールは決勝トーナメントに進出、

砲丸投げでは決勝に進むことはできませんでしたが、新記録13メートル70センチ、県の新記

録ということで、14位と好成績をおさめることができました。 

 昨年の猛暑により、繰り越し事業で実施をしてまいりました小・中学校への空調設備工事

につきましては、関係者の皆さんの御理解、御協力をいただく中で７月当初に設置が完了し、
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この夏の暑い時期に間に合わせることができました。また、ＩＣＴ環境整備でありますが、

本年度整備予定の大型提示装置や指導者用コンピューター等につきまして、この９月末まで

に導入できる見込みであります。 

 社会教育関係では、現在村民センターホール、吊り天井の耐震化工事、ステージの吊り物

設備のワイヤー交換工事、ホワイエの壁の修繕工事を実施しております。いずれも９月末の

竣工を予定しております。利用者の皆さんには、いましばらく御不便をおかけすることとな

りますが、御理解、御協力をお願いをいたします。 

 さて、８月17日に子供の巣立ちを考えるフォーラムを開催いたしました。子供を取り巻く

環境は、社会情勢の変化により大きく変わってきております。また、価値観の多様化、人間

関係の希薄化等により、子育ての基盤となる地域コミュニティの変化があり、この地域コミ

ュニティの再構築も課題となっていることから、本村における子供を取り巻く環境と課題を

共有し、未来を担う子供たちをライフステージに合わせてどのように育てていくのか、また

今私たちが取り組むことができるのは、何かを語り合っていただきました。子育てや教育の

関係や関心のある団体等の皆さんに、御参加をいただきました。そこで出された意見を今後

の策定予定のキャリア教育推進計画や、子供の育ちを考える教育月間等を初めとした取り組

みの参考としてまります。また、御参加をいただいた団体や機関、個人の地域における取り

組みにも生かされることを願っております。 

 さて、９月議会は決算議会でありますので、平成30年度の各会計の決算認定をお願いをい

たします。詳しくは決算特別委員会の中で申し上げますが、財政状況につきまして少し触れ

させていただきます。 

 まず、歳出でありますが、前年度に比べまして約６億5,900万円、率にして9.8％減の60億

7,500万円ほどの決算規模となりました。 

 一昨年はこども館の建設、村民体育館や大芝屋内運動場の改修、南原保育園や味工房の増

改築等、多くの大型事業があったため、過去最高の決算規模でありましたが、こういった大

型事業も一段落したことから、前々年度並みの平成28年度と同規模の決算となっております。 

 歳入でありますが、前年度に比べまして約６億900万円、率にして8.5％減の65億5,700万

円余となりました。 

 まず、村税でありますが、前年比１億1,100万円増の22億8,000万円と、10年ぶりに22億円

を超える収入となりました。この内訳といたしましては、現年度分で比較しますと、個人住

民税は、緩やかな景気回復により、前年度に比べ8.4％、約6,200万円の増の８億900万円。

法人住民税も、10.2％、約2,200万円増の２億4,500万円となりました。また、固定資産税は、

新築や増築家屋の増や、企業の設備投資による償却資産の増加があり、1.8％、約1,700万円

増の９億9,600万円となりました。 

 次に、地方交付税でありますが、普通交付税では、税収の増等に伴い、2.6％減の13億

1,700万円となりました。特別交付税は前年並みの１億9,000万円となっています。これ以外

の歳入で、前年と比較して増加の大きいものといたしましては、地方消費税交付金が約

1,200万円、4.5％増の２億9,400万円となりました。また、寄附金は、ふるさと納税が引き

続き好調であったことから、約2,000万円増の１億5,800万円と、それぞれ増額となりました。 

 次に、財政状況でありますが、平成30年度の財政力指数は0.6で、前年度と比べて0.1ポイ

ント増となりました。経常収支比率は73.6％で、前年度に比べ0.4％の増となりましたが、
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73.6％という数値は、本当に良好な数値ということであります。また健全化判断比率の四つ

の指標は、いずれの数値も基準値以下となっております。 

 最後に、令和元年度の普通交付税についてでありますが、人口増等により基準財政需要額

が増えておりますが、固定資産税のうち償却資産の減など、基準財政収入額の伸びが小さか

ったため、交付決定額は前年度比約6,100万円、4.6％増の13億7,800万円となっております。

交付税が増えたということは、村にとりましてはありがたいなというふうに思ったところで

あります。 

 さて、令和元年度も５カ月が経過し、これから後半に入ってまいります。本年度予定しま

したハード、ソフト事業も順調に進んでおりますが、これから開始する事業もありますので、

職員の力を結集し、計画どおりの推進を図ってまいります。 

 今後も、人口増加に対応しながら、住みよい村を、元気な村を目指してまいりますので、

議員各位の御協力をお願いをいたします。 

 ９月議会が終了しますと、新年度予算の予算編成の時期となってまいります。学校の給食

施設の整備にも、一定のめどをつけていかなければなりません。また、高齢者関係の新たな

ソフト事業のうちＵターン施策として、奨学金返還事業等々を検討しながら、予算化を目指

してまいります。今後もバランスのとれた支出分けの推進ができればと思っております。健

全財政を維持しつつ、幼児教育の無償化の財源等を見きわめながら、住みよい村づくりに資

する予算となるよう心がけてまいります。 

 本定例会に提出いたしました案件は、議案21件、報告１件であります。いずれも原案どお

りの決定をお願いをいたします。 

 以上を申し上げまして、開会に当たりましての御挨拶をさせていただきます。どうぞよろ

しくお願いをいたします。 

議  長（丸山  豊） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 監査委員から、地方自治法第235条の２第３項の規定により、令和元年５月分から７月分

までの例月出納検査報告がありました。報告書はお手元に配付したとおりです。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 日程第４、行政報告を行います。これを許可します。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 行政報告を申し上げます。報告第１号は１件50万円以内の損害賠

償の報告であります。 

 別紙のとおり、地方自治法第180条第１項の規定により、１件の専決処分を行いましたの

で、同条第２項の規定により報告いたします。 

 細部につきましては報告書をごらんいただきたいと思います。 

 以上で、行政報告とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） これで行政報告を終わります。 

 日程第５、請願・陳情の委員会付託を行います。 

 本日までに受理した請願・陳情は、陳情２件です。会議規則第89条の規定により、お手元

に配付の請願・陳情等文書表のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。今定例会の会

期中に審査し、本会議において報告を行ってください。 

 日程第６、議案の上程を行います。 
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 議案第１号「南箕輪村税条例等の一部を改正する条例」を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第１号「南箕輪村税条例等の一部を改正する条例」について

提案理由を申し上げます。 

 本案は、平成31年３月29日に公布の地方税法等の一部改正によるもので、このうち平成31

年４月１日施行分及び令和元年６月１日施行分につきましては、既に可決決定をいただいて

おります。今回は令和元年10月１日以降に施行となるものについての改正で、軽自動車税の

環境性能割の導入割に伴うものが主な改正の内容であります。 

 細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をいただき、

御決定をお願いをいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 唐澤財務課長。 

財務課長（唐澤 英樹） それでは、議案第１号「南箕輪村税条例等の一部を改正する条

例」について細部説明を申し上げます。 

 この改正につきましては、南箕輪村税条例の元となります地方税等の一部改正をする法律

が平成31年３月29日に公布され、令和元年10月１日以降に施行となるものの改正であります。 

 新旧対照表により説明をいたしますので、議案書の12ページをごらんいただきたいと思い

ます。 

 アンダーラインの部分が改正箇所となります。左側の改正後の条項に沿いまして説明をさ

せていただきます。 

 最初に第18条の３、納税証明事項に関する事項でありますが、今までの軽自動車税が種別

割となったことに伴う改正であります。19条につきましては、適用条項等の整備であります。 

 13ページに移りまして、中ほどの第34条の４、法人税割の税率でありますが、都市と地方

の財政力格差を是正するための措置としまして、9.7％を６％とするものであります。その

分国税といたしまして徴収分が増えまして、地方への分配となる財源が増えることになりま

す。法人税の合計の税率には変更はありません。 

 次に、36条の２、第６項は村民税の申告に関する事項で、申告書記載事項の簡素化に伴う

改正となります。36条の３の２、14ページの36条の３の３につきましては、個人の村民税に

かかわる扶養親族等申告書、給与関係の記載事項についての整備、また適用条項等の改正と

なります。36条の４につきましては文言の整理となります。 

 おめくりいただきまして、16ページ、第80条、軽自動車税の納税義務者等でありますが、

自動車取得税が軽自動車税税、環境性能割に、軽自動車が種別割と転移されたことに伴いま

して、それぞれ納税義務者等について、整理、改正し、また適用条項等の整理を行うもので

あります。80条の２については削除になりますが、このあと81条の２としまして文言を整理

した上でうたわれてまいります。その下の81条の軽自動車税のみなす課税でありますが、新

設となります。軽自動車等の売買契約におきまして、売り主が所有権を留保している場合に

は、買い主を取得者、または所有者とみなして、軽自動車税を課すなど、事例に応じたみな

す課税を定めております。81条の２は先ほど削除いたしました80条の２と同内容のものでご

ざいます。 
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 続いて、81条の３から81条の10まででありますが、環境性能割の導入に伴いまして、課税

標準、税率、徴収の方法等、減免、免除等を示したものとなります。 

 おめくりいただきまして、19ページ、第82条でありますが、種別割の税率を示したもので

あり、金額については現行と変わりありません。 

 20ページの83条から24ページの91条までにつきましては、軽自動車税が種別割となったこ

とに伴うものであり、あわせて適用条項等の整理、文言の改正を行うものであります。 

 おめくりをいただきまして、25ページの附則でありますが、第15条の２で環境性能割の非

課税について、第15条の２の２から27ページの15条の６にかけましては、環境性能割の環境

負荷徴収等の特例についてを定めてございます。27ページ第16条では、 

種別割の税率の特例について、29ページ第16条の２では改正に伴う文言の整理等を行うもの

であります。 

 続きまして、31ページ、第２条関係になりますが、第24条の個人村民税の非課税の範囲で

は文言の整理、単身児童扶養者を加えるものであります。附則の第16条では軽自動車税の種

別割の税率の特例を定めております。 

 続きまして33ページ、第３条関係になりますが、平成26年、条例第16号の南箕輪村税条例

等の一部を改正する条例の一部改正となります。法改正に伴う文言の整理、また表の整理を

行うものであります。 

 続きまして、35ページ、第４条になりますが、平成30年条例第15号税条例等の一部を改正

する条例の一部改正となります。法人住民税にかかわる大法人の電子申告の義務化に伴う措

置についての規定を追加し、文言、所要の規定の整理を行うものであります。 

 最後に議案書の10ページにお戻りをいただきまして、附則でございますが、この条例の施

行日は令和元年10月１日からとなります。 

 なお、第４条の規定については公布の日から、２号で税条例第36条の２から36条の４にか

けての村民税の申告書記載事項の簡素化等に関することなどにつきましては、令和２年の１

月１日から。 

 第３号で、第２条中の税条例24条の個人村民税の非課税範囲に単身児童扶養者を追加する

ものなどについてなどは、令和３年の１月１日から。 

 ４号で、第２条中軽自動車税のグリーン化特例の改正に伴うものにつきましては、令和３

年４月１日からの施行となります。 

 また、あわせまして、村民税と軽自動車税に関する経過措置をそれぞれ定めております。 

 以上、「南箕輪村税条例等の一部を改正する条例」について細部説明とさせていただきま

す。 

議  長（丸山  豊） これから、議案第１号に対する質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 ９番、三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） ９番、三澤です。 

 この改正によって、税収がどのように変化するのかを教えていただきたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 唐澤課長。 

財務課長（唐澤 英樹） まず、三澤議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、軽自動車税の環境性能割の創設に関するものでございますけれども、平成30年度の
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軽自動車税の登録者車両をもとに試算をいたしますと、令和元年度は約92万円の増収、令和

２年度は約153万円の増収を見込んでおります。 

 また、法人村民税の法人税割の税率引き下げによる税収への影響等でありますけれども、

平成30年度の決算額をベースに試算をいたしますと、令和２年度は3,277万円の減収、令和

３年度は、7,170万円の減収と見込んでおります。なお、一方で新たに創設されます法人事

業税交付金による減収の補填額がございますので、令和２年度分は1,760万円、令和３年度

以降につきましては、年額3,870万円と試算をしておりまして、差し引くと令和２年度では

1,517万円の減額、令和３年度分以降では、年額3,300万円の減額ということが見込まれてお

ります。 

 また、このたびの改正が消費税引き上げに合わせたものでありますので、地方消費税の引

き上げにより、地方消費税交付金の増額が見込まれることなどから、相対的には減収にはつ

ながっていかないというふうに捉えております。 

 以上であります。 

議  長（丸山  豊） ほかに質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） これで質疑を終わります。 

 議案第２号「南箕輪村職員定数条例の一部を改正する条例」を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第２号「南箕輪村職員定数条例の一部を改正する条例」につ

いて提案理由を申し上げます。 

 本案は人口の増加、業務量の増加、及び今後の育児休業職員の増加に対応するため、職員

定数の総数を現在の160人から10人増員し、170人とする改正であります。 

 細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をいただき、

御決定をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 藤田総務課長。 

総務課長（藤田 貞文） それでは、議案第２号の細部説明を申し上げます。 

 議案書の新旧対照表によりまして説明をさせていただきますので、２ページのほうをごら

んをいただきたいと思います。 

 第２条に規定をいたします職員定数のうち、第１号の村長の事務部局の職員を137人から

146人に９人増といたします。また、第７号の教育委員会の事務部局の職員を11人から12人

に１人増とする改正をするものございます。 

 この改正によりまして、職員定数の総数を160人から170人とするものでございます。 

 １ページにお戻りをいただきまして、附則といたしまして、この条例は、令和２年４月１

日から施行をするものございます。 

 以上で、細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） これから、議案第２号に対する質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

〔質疑なし〕 
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議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 議案第３号「南箕輪村印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例」を議題とし

ます。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第３号「南箕輪村印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改

正する条例」について提案理由を申し上げます。 

 本案は、住民基本台帳法施行令の改正により、令和元年11月５日から住民基本台帳に旧氏

を記載することが可能になりましたので、村の印鑑登録及び証明に関する条例を改正するも

のであります。 

 細部につきましては、担当課長から御説明申し上げますので、よろしく御審議をいただき、

御決定をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 原副村長。 

副 村 長（原  茂樹） 議案第３号「南箕輪村印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改

正する条例」の細部説明を申し上げます。 

 本案は、住民基本台帳法施行令及び印鑑登録証明事務処理要領の改正に伴いまして、住民

基本台帳に旧氏を記載することが可能となったことに伴いまして、改正を行うものでござい

ます。 

 登録印鑑、印鑑登録原票、印鑑証明書のほうに旧氏が使用できるように改正をいたします。

また、この改正では合わせて文言の整理を行わせていただくものでございます。 

 新旧対照表によりまして、御説明を申し上げます。 

 議案書の３ページをごらんいただきたいと思います。 

 第５条ですが、旧氏の印鑑を登録できるようにするものでございます。次の第６条、登録

の事項でございますが、おめくりいただきまして、第１項、第３号において印鑑登録原票へ

の旧氏の記載について、新たに規定するものでございます。 

 次に、第13条、印鑑登録証明書でございますが、印鑑登録証明書について第１項、第１号

中に旧氏の記載について追加をするものでございます。 

 次の第16条でございますが、旧氏を登録、変更した場合にも印鑑登録を抹消する事項を追

加をするものございます。 

 その他の改正部分につきましては、文言等の見直しを図るものでございます。 

 ２ページのほうにお戻りをいただきまして、附則で施行期日につきまして、令和元年11月

５日からということで規定をするものございます。 

 以上で、細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 議案第３号に対する質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 議案第４号「南箕輪村公園条例の一部を改正する条例」を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 
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 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第４号「南箕輪村公園条例の一部を改正する条例」について

提案理由を申し上げます。 

 本案は、南原住宅団地の造成に伴い設置した公園を、新たに南原公園として追加するため、

南箕輪村公園条例の一部を改正するものであります。 

 細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をいただき、

御決定をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 藤澤建設水道課長。 

建設水道課長（藤澤  隆） 議案第４号の細部説明を申し上げます。 

 本案につきましては、南原住宅団地の造成に伴い、南箕輪村土地開発公社から寄附採納を

受ける土地に公園を設置し、当該公園の名称を南原公園とし、南箕輪村公園条例に加えるも

のであります。 

 新旧対照表で説明いたしますので、議案書の２ページをごらんください。 

 アンダーラインの部分でございますが、第２条、名称及び位置の規定に、名称「南原公

園」位置「南箕輪村8306番地1623」を加えるものであります。 

 １ページにお戻りいただきまして、附則として、この条例は公布の日から施行するもので

ございます。 

  以上で、議案第４号の細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） これから、議案第４号に対する質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 議案第５号「南箕輪村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例」を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第５号「南箕輪村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例」について提案理由を申し上げます。 

 本案は、厚生労働省の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の省令の一部改正に

伴い、南箕輪村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の基準について

の改正を行うものであります。 

 細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をいただき、

御決定をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 唐澤子育て支援課長。 

子育て支援課長（唐澤 孝男） それでは、議案第５号の細部説明をさせていただきます。 

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例は、厚生労働省の省令で制定

されている基準をもとに制定しておりますが、許可基準であります連携施設の確保に関する

内容の改正がされたことに伴い、本条例を改正するものでございます。 
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 新旧対照表により説明をさせていただきます。 

 ３ページをごらんいただきたいと思います。 

 まず、第７条の第３項につきましては、「とすることができる」ということで、これは表

現の変更によるものです。 

 それから第５項と、第６項、新たに新設された項でございますが、これは第５項につきま

しては、連携施設の確保が著しく困難な場合で、家庭的保育の終了後も保護者の希望で受け

入れをする場合は、連携施設の確保をしないことができる。 

 それから第６項につきましては、１号、２号ありますが、両方あわせまして、５項の場合

におきまして、利用定員が20人以上の企業の主導型の保育施設または、市町村が補助をして

いる認可外保育施設等を連携協力者として確保しなければならないという規定になっており

ます。 

 続きまして、４ページをごらんいただきたいと思います。 

 まず17条の２項の第３号ですけれど、「乳幼児」を「利用乳幼児」と用語の変更をいたし

ます。 

 それから第46条の第２項ですが、これも新設でございまして、満３歳以上児を受け入れて

いる保育所型事業所内の保育事業者は、定員20人以上の規模で、保育士配置等の基準が認可

保育所と同等であり、村長が適当と認めるものについては、連携施設の確保をしないことが

できるという意味でございます。 

 それから５ページでございますが、第２条の２項ですが、ここの括弧書きですけど、第23

条のところが空欄になっておりますが、これは家庭的保育事業に必要な設備の要件を定めて

ありますが、許可を得ている施設はその要件を満たしているために、削除をいたします。 

 それから、第３条でございますが、こちらには括弧書きで、特例保育所型事業所内保育事

業者を除くということがありますが、これは20人以上の規模で、地域の認定区分に対応する

施設がない場合の事業所内保育で、市町村が必要と認めたものということになっております。 

 それから第３条の下のほうですけれど、施行日から起算して５年というのを、10年を経過

する日までの間、連携施設の確保をしないことができるということになっております。これ

は家庭的保育も事業者が連携施設の確保が著しく困難な場合で、条件を満たすと村が認める

場合は経過措置を条例施行日から５年を10年に改正するものということになっております。 

 それでは、２ページにお戻りください。附則としまして、この条例は公布の日から施行す

るものでございます。 

 以上で細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） これから、議案第５号に対する質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 ８番、小坂議員。 

８  番（小坂 泰夫） ８番、小坂です。小さな点で恐縮な質問なんですけれど、３ペー

ジの頭、第７条の適用しないこととすることができると、あえて「とすること」という表現

が加わったということなんですけど、それと比べまして５ページの末尾第３条の一番下です

ね、連携施設の確保をしないことができるという表現があるんですけれど、似てるので「し

ないことができる」という表現がそのままなのと、適用ですけども「しないこととするこ

と」を加える、違いがある感じがするんですけど、何か理由というか、わかる説明があれば
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お願いします。 

議  長（丸山  豊） 唐澤子育て支援課長。 

子育て支援課長（唐澤 孝男） それは表現の関係でございます。厚生労働省の省令の関係

の表現に合わせたものになっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

議  長（丸山  豊） よろしいですか。 

 ９番、三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） ９番、三澤です。南箕輪は公立保育所がきちんと整備されている

ので、この家庭的保育事業というのが、とりあえずはないということでお聞きはしておりま

すが、これを整備するということであります。家庭的保育事業の中できちんと保育士の確保、

それから有資格とか、あと食事の提供などについての安全基準とか、というものがきちんと

決まっていての保育事業なのか、ということをお聞きしたいと思います。 

 あと連携についても、できなければ５年を10年にというような、長きにわたるわけですけ

れども、いずれにしても村がきちんと安全基準や何かをきちんと管理するというか、できる

のかどうかという点について、ちょっとお聞きしたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 唐澤子育て支援課長。 

子育て支援課長（唐澤 孝男） 家庭的保育事業にはいろいろな型がありまして、Ａ型Ｂ型

Ｃ型とか、あと事業所内保育とか企業内保育とかあります。それぞれにおいて、保育士の確

保の基準とか、面積とか、園児数とか、そういった決まりがございますので、そこら辺の規

定に基づいて確認していくようなことになります。食事の提供におきましても、連携施設の

ほうも確保してということが前提となっておりますので、そのようなことでお願いします。 

 今回の改正も、連携施設の確保をしないことができるということになってますが、連携協

力者の確保というのが入っておりますので、そこら辺は無認可とかの保育所とか、そういっ

たところが、連携協力者という形になるような形で、緩和されているということでございま

すが、全く連携しないでいいということではございませんので、そんなことで御理解をお願

いしたいと思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） これで質疑を終わります。 

 議案第６号「南箕輪村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例及び南箕輪村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する

条例の一部を改正する条例」を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第６号「南箕輪村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を定める条例及び南箕輪村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例」について提案理由を申し上げます。 

 本案は、子ども・子育て支援法ほか、幼児教育・保育の無償化に伴う関係法令、施行令、

国の基準等の改正に伴う条例の改正と、家庭的保育事業者等が子ども・子育て支援法に基づ
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き確認を受けるための内閣府令の基準が改正されたことにより、条例を改正するものであり

ます。 

 細部につきましては、担当課長から御説明申し上げますので、よろしく御審議をいただき、

御決定をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 唐澤子育て支援課長。 

子育て支援課長（唐澤 孝男） それでは、議案第６号の細部説明をさせていただきます。 

 本条例の改正の内容は、大きく三つの点になります。 

 一つ目は、子ども・子育て支援法及び政令等の用語の変更に伴う用語の整理、国の基準等

の参照条例の明確化、その他条文を整えるための改正。 

 二つ目は、幼児教育・保育の無償化に伴う改正。 

 三つ目は、特定地域型保育事業の関係の改正で、先ほどの家庭的保育事業の改正に関係す

るもので、先ほどは厚生労働省の省令の改正にかかわるものでしたが、こちらは内閣府令で

特定地域型保育事業として位置づけられており、事業者の確認の基準が改正されたことによ

り、本条例を改正するものであります。 

 いずれも国の基準の改正に従った改正となりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 まず、最初に第１条の南箕輪村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部改正でございます。 

 それでは、新旧対照表により説明をさせていただきます。12ページをお開きいただきたい

と思います。 

 まず12ページの定義の第２条につきましては、用語の解説になります。 

 まず第９号は「支給認定」という言葉が、「教育・保育給付認定」、それから「支給認定

保護者」が「教育・保育給付認定保護者」、11号は「支給認定子ども」を「教育・保育給付

認定子ども」というふうに変わります。 

 それから第12号ですが、新たに「満３歳以上教育・保育給付認定子ども」ということで、

これは３歳以上児のことをあらわしております。 

 それから第13号ですが、「特定満３歳以上保育認定子ども」ですが、これは３歳になって

から３月31日を迎える前の子供ということで、３歳になっている未満児ということをあらわ

します。それから、「満３歳未満保育認定子ども」これは３歳未満児です。 

 それから第15号の「市町村民税所得割合算額」ですが、これは「住民税の世帯の合算額」

ということになります。それから「負担額算定基準子ども」が就学前に園に在籍する子供を

あらあわしております。 

 続きまして、13ページの第３条をごらんいただきたいと思います。ここの「かつ、子ども

の保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された」ということで表現の具体化をした

ものでございます。 

 続きまして、14ページをお開きいただきたいと思います。第５条ですが、利用者負担のと

ころが「第13条により支払いを受ける費用に関する事項」ということで、利用者負担の明確

化をしたものでございます。 

 それから15ページになりますが、第７条ですが、児童福祉法で改正前は昭和22年法律第

164号がありますが、この法の番号につきましては、第２条の第１号、第５号に掲げている
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ために、ここでは不要ということで、削らせていただきます。 

 続きまして、16ページをお開きいただきたいと思います。上から４行目で、保育必要量の

次に、「法20条第３項に規定する保育必要量をいう」というのがありますが、法の参考条文

を明記したものでございます。 

 続きまして、第13条の関係になりますが、まず第13条の第１号と２号になりますが、これ

は特定教育・保育を提供する場合の基準の読みかえをこの条例の35条と36条に定めたことに

よる条文の整理ということで、基準府令のとおりの改正となっております。 

 続きまして、18ページをごらんいただきたいと思います。第13条の４項の３号になります

が、食事の提供によるものでございます。 

 第４項第３号は副食費の関係の改正になります。３歳以上児の利用者負担額の受領で、今

までが「主食の提供にかかる費用に限り」というのがありましたが、これを削除することに

より、副食費を受けることができるというになります。 

 それから第４項の最後のアとイは、新たに制定されて事項で、アの（ア)と(イ)は３歳以

上児の年収360万円未満相当、それからイの（ア)と(イ)については、第３子以降の子供の食

事の提供に要する費用を受けることができる対象から除くということを規定しております。 

 続きまして、20ページをお願いしたいと思います。第14条、改正前は法第28条第１項に規

定する特例施設型給付費というのがありましたが、これを法第27条第１項に規定するという

ことに直しますが、これは28条第１項については、認定施設がなくて村が必要と認める施設

ということですが、これを施設型給付費の参考条項を明記するような形に直すものでござい

ます。それから施設型給付費につきましては、幼稚園、保育園、認定こども園に対する給付

ということになります。 

 続きまして、21ページですが、第20条の第１項第５号ですが、「第13条の規定により」と

ありますが、この条例の参照条項を明確化するために入れるものでございます。 

 続きまして、25ページをお開きいただきたいと思います。第35条の第３項ですね。ここが

改正前までは、「利用保育を含むものとして、この章」とありますが、これを「利用保育を、

施設型給付費には特例施設型給付費、（法第28条第１項の特例施設型給付費をいう。次条第

３項において同じ)を、それぞれ含むものとして、前節」とありますが、これは子ども・子

育て支援法の参照する条文の明確化を入れたものでございます。 

 続きまして、26ページをお開きいただきたいと思います。ここでは第35条の第３項の続き

を書いてありますが、第３項の下のほうに、いろいろ読みかえがあります。これについては、

35条の第３項は、第13条第１項、第２項、第14条１項で定められていた特別利用保育提供す

る場合の基準の読みかえをこの項にまとめるとともに、第13条第４項第３号に新設された食

事の提供についての読みかえ規定を追加するための改正で、これも国の基準府令の改正のと

おりとなっております。 

 それから、27ページの中ほどもごらんいただきたいと思います。ここのほう中ほどにもア

ンダーライン読みかえのところがございますが、これも第13条第１項、第２項、第14条第１

項で定められていた特別利用保育提供する場合の基準の読みかえをこの項にまとめるととも

に、第13条第４項第３号の改正に伴う読みかえの規定の整理と、新設された規定についての

読みかえ規定を追加するための改正で、国の基準府令の改正のとおりとなっております。 

 それから第37条以降につきましては、これが特定地域型保育事業、いわゆる家庭的保育事
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業の関係ですが、利用者の居住する村が事業者を確認するための基準の改正ということにな

ります。第37条全体については内容の変更ではありませんで、基準府令の書きぶりの変更に

伴う改正となっております。 

 それから28ページをごらんいただきたいと思います。第38条の中ごろですけど、利用者負

担があったのが、第43条の規定により支払いを受ける費用に関する事項ということで、利用

者負担の明確化を示しております。 

 それから、第39条の２項のところも「同号に掲げる小学校就学前の子どもに該当する支給

認定子ども」とありますが、これが「満３歳未満保育認定子ども(特定満３歳以上保育認定

子どもを除く。以下この章において同じ)」ということですが、これも内容の変更ではあり

ませんで、基準府令の書きぶりの変更ということになっております。 

 それから、第40条の第２項のところも同様に内容の変更ではなく、基準府令の書きぶりの

変更ということになっております。 

 それから、29ページの下の第42条ですけれど、「この項から第５項までにおいて同じ」と

ありますが、これは新たに第２項から５項が加わったことにより、加えるものでございます。 

 それから、30ページをお開きいただきたいと思います。下のほうで第42条の第２項になり

ますが、２項以降になります。これが２から第５項が新設ということです。 

 第２項につきましては、村長が確認する地域型保育事業者が、代替保育をする幼稚園、保

育園認定こども園の確保が著しく困難であり、要件を満たすと認める場合は、連携施設の確

保の適用をしなくてよいということですが、第１号ではただし、提携協力を行うものは必要

で、それぞれの役割分担や責任の所在の明確化が必要。 

 第２号では、連携協力を行うものの本来の業務に支障がないようにされていることが必要。 

 それから第３項につきましては、先ほど第２項の条件を満たす場合には、次に該当する者

を連携協力者として確保しなければならないということで、まず第１号としては、事業者が

保育を行う場所以外で、代替保育を行う場合につきましては、小規模保育事業Ａ型Ｂ型、事

業所内保育所者を確保、それから第２号につきましては、事業実施場所で代替保育を行う場

合は、事業の規模を勘案して小規模保育、Ａ型事業者と同等の能力があると村が認めるもの

ということになっております。 

 それから第４項につきましては、特定地域型保育事業者、これが家庭的保育事業の関係で

すが、による卒園後の受け皿となる連携施設の確保が、著しく困難であると認められる場合

は、卒園後の受け皿となる連携施設の確保ができなくてもよいということになっております。

これは先ほどの家庭的の条例の第７条第５項と同じ条件となっております 

 第５項については、その場合において定員が20人以上の企業主導型の保育施設、または市

町村が補助をしている認可外保育施設等を連携協力者として確保しなければならないという

ことで、先ほどの家庭的保育の条例の第７条の６項と同じ内容となっております。 

 次に、32ページをごらんいただきたいと思います。この42条の第９項となります。この第

９項につきましては、満３歳以上児を受け入れている保育型事業所内の保育事業者は定員が

20人以上の規模で、保育士配置等の基準が認可保育所と同等であり、市町村長が適当と認め

るものについては、連携施設の確保をしないことができるということで、家庭的保育の条例

の第46条と同じ内容となっております。 

 それから第43条につきましては、基準の読みかえをこの条例の第51条、52条で定めること
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に伴う改正で基準府令のとおりとなっております。第２項につきましても同様ということに

なっております。 

 続きまして、34ページをお願いしたいと思います。第46条の運営規定でございますが、こ

れが改正前は「支給認定保護者から受領する利用者負担その他の」とありますが、これは

「第43条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける」ということで表現の具

体化をしたものでございます。 

 それから、第50条ですが、35ページの一番下から次の36ページに係るものですが、これに

ついては実質的な内容の変更ではなくて、読みかえについて明示して整理したものというこ

とで、基準府令の変更のとおりとなっております。 

 続きまして、37ページの51条の第３項ですが、この条例の第43条第１項と２項で定められ

ていた特別利用地域型保育を提供する場合の基準の読みかえをこの項で定めるとともに、読

みかえ規定を明文化する改正ということで、これも基準府令の変更によるものとなっており

ます。 

 続きまして、39ページの第52条の第３項につきましても、本条例の第43条第１項、第２項

で定められていた特定地域型保育を提供する場合の基準の読みかえをこの項で定めるととも

に、読みかえ規定を明文化するものでございます。 

 それから附則のところ一番下のほうですけど、から次のページに続くものでございますが、

本条例の第13条の改正に伴いまして、同条の読みかえ規定を整理するものでございます。そ

れから改正前に附則の第４項、５項ということでありましたが、これは基準府令から削除さ

れたことにより、削除するものでございます。 

 それから、42ページのところで改正前は下のほうですけど、この条例の施行日から起算し

て５年を経過するまでの間、連携施設を確保しないことができるというのが、10年を経過す

ることができるということで、５年を10年に改正するものでございます。 

 なお、副食費の細かい内容、それから保育料の細かい内容につきましては、規則それから

要綱の制定で定めていくようなことになっております。 

 それから、第２条関係、43ページになりますが、南箕輪村特定保育施設及び特定地域型保

育事業の利用者負担に関する条例ということの改正ですが、これは文言の変更ということで

「支給認定保護者」が「教育・保育給付認定保護者」ということになります。 

 11ページにお戻りいただきたいと思います。附則としまして、この条例は令和元年10月１

日から施行するものでございます。 

 以上で、細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 議案第６号に対する質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 ８番、小坂議員。 

８  番（小坂 泰夫） ８番、小坂です。また似たような質問で大変恐縮ですけど、条例

改正で文言の変更というのかな、そういうこともあるので言葉を気にしてしまいますけれど、

お聞きします。 

 27ページで、第37条の表記が改正前はＡ型Ｂ型Ｃ型とも、ＡＢＣとも半角の大文字なんで

すけれど、改正後になりますとＡ型Ｂ型がいわゆる全角のアルファベットになって、ただし

その上の37条とある上から下がって４行目のＡ型と、下段、下から２行目のＣ型は半角のま
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まなんですね。それで以降このＡ型Ｂ型は全角が表記されてて、つまり半角と全角が混在す

るこの新しいこの条例に変わるということで、これ意味があるのかないのかわからないんで

すけど、これでよいんでしょうかね。お願いします。 

議  長（丸山  豊） 唐澤課長。 

子育て支援課長（唐澤 孝男） 半角の表記の関係でございますが、正しくは全て全角にな

ります。ちょっとここら辺新旧対照表の表示が半角のまま残ってるのと、直ったものがあり

ますが、正しくは今までは半角でありました。これを全角に改めますので、そんな形でお願

いしたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 直していただけるということですか。はい。 

 ９番、三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） ９番、三澤です。 

 保育料が無償化ということは、ある意味画期的なことだと思うわけですけれども、本来子

供はそういう育て方をするべきだというふうに思うんですけれども、これが10％の増税が前

提だということの中で行われて、その財源の手当てがどのようになされるかということ、こ

れが一番問題になるところだというふうに思います。今は増税対策でいろんな対策がされて

いる中で、実際の税収がどうなるのかということは、余り予測できないところじゃないかと

思います。10月１日から施行になるので、とりあえずはそういう形で、村へも財源はきちん

と来るのではないかと思いますけれども、その辺の内容と、それから来年度についても村長

前心配されている状況があるわけでありますけれども、その辺が本来ならば全子供たちにさ

れるべきだというふうに私は思いますし、その辺の見通しと言いますか、その辺をお聞きし

たいと思います。 

 そして、給食費ですけれども、それはどのように徴収するのかお聞きします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐澤課長。 

子育て支援課長（唐澤 孝男） 財源につきましては、まず今年度の半年分につきましては

国からの交付金で、具体的な金額は全体で国で確保されているのを案分をして、３月に金額

を提示いただいて、３月に入るようなことで説明をお聞きしております。来年以降につきま

しては、消費税増税分、今年もそうなんですけど、地方交付税で手当てされるという形にな

っているようになります。 

 それから副食費につきましても、徴収につきましては、今の保育料の関係と同じような形

になります。それから公立では万一徴収できない方につきましては、同意を求めて、児童手

当から納めていただくという形も法律でできるようになっておりますので、そのような形で

徴収をしたいと考えております。以上です。 

議  長（丸山  豊） よろしいですか。 

 ほかに。 

 ４番、藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） ４番、藤城です。 

 18ページ、19ページにあります「負担額算定基準子ども」という表現があるんですが、具

体的にどういった子供が該当になるのか、教えてください。 

議  長（丸山  豊） 唐澤課長。 
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子育て支援課長（唐澤 孝男） 済みません、もう一度お願いします。18ページですか。 

４  番（藤城 栄文） 18ページ、19ページに、例えば18ページだと下から３行目のとこ

ろに「負担額算定基準子ども、または」というところに記載があるんですが、この「負担額

算定基準子ども」とは、どういった子が具体的に該当するのか、例えば保育園に入っている、

入っていないとか、未満児だとか以上児だとか、そのあたりを教えていただきたいと思いま

す。 

議  長（丸山  豊） 唐澤課長。 

子育て支援課長（唐澤 孝男） これ保育園とか幼稚園に入っているお子さんということに

なります。で、以上児ということになってきます。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） わかりました。 

４  番（藤城 栄文） 以上児のみが対象になるということですか。 

議  長（丸山  豊） 唐澤課長。 

子育て支援課長（唐澤 孝男） これについては、以上児ということ、３歳以上児というこ

とになります。 

議  長（丸山  豊） ほかに質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） これで質疑を終わります。 

 ただいまから10時40分まで休憩といたします。 

   休憩 午前１０時２７分 

   再開 午前１０時４０分 

議  長（丸山  豊） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第７、議案第７号「平成30年度南箕輪村一般会計歳入歳出決算の認定について」、議

案第８号「平成30年度南箕輪村介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、議案

第９号「平成30年度南箕輪村国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、議

案第10号「平成30年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」、議

案第11号「平成30年度南箕輪村水道事業会計決算の認定について」、議案第12号「平成30年

度南箕輪村下水道事業会計決算の認定について」を一括議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第７号から議案第12号までは、平成30年度各会計決算の認定

に関する６議案であります。一括して提案理由を申し上げます。 

 南箕輪村一般会計、南箕輪村介護保険事業特別会計、南箕輪村国民健康保険事業特別会計、

南箕輪村後期高齢者医療特別会計、南箕輪村水道事業会計、南箕輪村下水道事業会計につき

まして、平成30年度の決算の調整が済み、地方自治法及び地方公営企業法の規定により、監

査委員の審査を受けましたので、議会の認定をお願いするものであります。 

 決算の概要につきましては、この後、会計管理者及び建設水道課長から、また、細部につ

きましては決算特別委員会において御説明申し上げますので、よろしく御審議をいただき、

認定をお願いをいたします。 

議  長（丸山  豊） 決算概要について説明を求めます。 
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 松澤会計管理者。 

会計管理者（松澤 厚子） それでは、議案第７号から第10号までの平成30年度一般会計及

び特別会計の決算概要について細部説明を申し上げます。 

 お手元にお配りしてあります資料の藤色の薄い冊子、決算調書をごらんください。 

 目次をめくっていただき、１ページをごらんください。 

 一般会計及び特別会計、決算概要についてまとめてあります。そちらに沿って御説明申し

上げますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、この調書に示してあります数値ですが、それぞれの表、明細により単位が異なって

おります。また、端数処理の関係で、末尾一桁の数字が一致しない場所もありますので、あ

らかじめ御了承ください。 

 それでは、１の一般会計から御説明申し上げます。 

 平成30年度当初予算は、南部小学校教室棟増築工事、大芝高原の道の駅化に伴う園内整備

工事、村公民館の耐震化のための改修工事、老朽化した村消防団屯所の建てかえ、まっくん

バスの更新などにより、61億3,000万円と過去２番目に大きい予算となりました。 

 夏の暑さ対策としての小・中学校の空調設備設置工事、社会資本整備総合交付金、コミュ

ニティ助成金等を活用した事業などを補正により実施する中、最終予算額は前年度繰越明許

費を除き、66億7,755万4,000円となりました。歳入決算総額は65億5,776万円、前年度対比

６億928万1,000円、8.5％の減となり、歳出決算総額は60億7,578万3,000円、前年度対比６

億5,914万3,000円、9.8％の減となりました。この結果、歳入歳出差引残高は４億8,197万

7,000円となりました。このうち、繰り越し財源が１億5,753万6,000円でございますので、

正味３億2,444万1,000円が残高となります。 

 （１）歳入でございます。 

 村税収入は22億8,188万7,000円で、前年度対比１億1,155万3,000円、5.1％の増となり村

税が歳入総額に占める割合は、前年度より4.5ポイント増加し、34.8％となりました。 

 村税のうち、個人村民税は８億1,965万3,000円で、前年度対比2,267万円、8.8％の増とな

り、法人村民税は２億4,560万8,000円で、前年度対比2,267万円、10.2％の増となりました。 

 固定資産税は10億1,136万1,000円で、村税収入全体の44.4％を占めており、前年度対比

2,022万7,000円、2.0％の増となりました。 

 軽自動車税は5,559万4,000円で、前年度対比369万8,000円、7.1％の増、村たばこ税は１

億1,068万8,000円で、前年度対比17万6,000円、0.2％の増、入湯税は3,898万3,000円で、前

年度対比147万円、3.6％の減となりました。 

 村民税ほか村税全体の徴収率は、現年度分が99.3％で、前年度対比0.4ポイントの増、滞

納繰り越し分は32.1％で、前年度対比9.1ポイントの増、全体では97.1％で、前年度対比0.9

ポイントの増となりました。 

 ほかに主な収入としまして、地方交付税は15億661万5,000円で、前年度対比3,516万3,000

円、2.3％の減となりました。これは、税収が増えたことが要因でございます。 

 また、ふるさと納税は１億4,795万5,000円で、前年度対比1,226万7,000円で、9.0％の増

となりました。これは、返礼品の米とジェラートが前年度と同様に好調であったためでござ

います。 

 次に、（２）歳出でございます。 
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 歳出は、消防費が前年度対比で6,260万5,000円、32.9％の増と、最も増加率が大きく、次

いで土木費が7,932万2,000円、12.8％の増となりました。これらの要因として、消防費は大

泉屯所の新築工事、多目的消防車両の購入によるもの、土木費では大芝公園の道の駅化に伴

う園内整備、道路改良工事等によるものでございます。 

 一方、減少した費目としては、農林水産費が前年度対比で１億4,101万円、41.9％の減、

衛生費が２億3,797万6,000円、36.5％の減となりました。これらの要因としては、農林水産

費では、繰り越しにより実施した味工房増改築等工事が皆減となったこと、衛生費では、平

成27年度から実施してきた南原住宅団地焼却灰処理事業が終了となったため、関連経費が皆

減となったことによるものでございます。 

 なお、歳入歳出決算の前年度との比較につきましては、この調書の15ページから17ページ

に特別会計も合わせて、款別決算比較表をお示してございますので後でごらんください。 

 次に、（３）村債でございます。 

 村債は、臨時財政対策債２億6,587万8,000円、施設整備等事業債920万円、学校教育施設

等整備事業債6,040万円、防災基盤整備事業債480万円、緊急防災・減災事業債9,500万円、

公共事業等債2,520万円の合計で、４億6,047万8,000円を借り入れました。これらは全て交

付税措置があります有利な起債と言われているものでございます。 

 これまでに起債元金４億2,267万7,000円を償還しまして、済みません、失礼いたしました。

４億2,266万7,000円を償還しまして、年度末残高は54億398万7,000円となり、前年度末より

3,781万1,000円の増となりました。 

 村債の詳細につきましては、この調書の43ページから48ページに村債明細を示してござい

ますので後でごらんください。 

 ３ページ、（４）基金でございます。 

 基金では、キャリア教育推進等の財源として、人づくり基金292万円を取り崩しました。 

 積み立てにつきましては、学校施設整備基金に新たに１億円積み立てをいたしました。財

政調整基金ほか、他の基金については利息分の積み立てを行いました。 

 基金の状況につきましては、この調書の31ページから42ページに基金明細としてお示して

ございますので後でごらんください。 

 次に、（５）の主要事業でございます。 

 特徴的なものを申し上げますと、ソフト事業としまして、子育て・教育・文化では、前年

と同様に、放課後児童クラブ、子育て教育支援相談、児童館などのこども館の運営、リース

によるスクールバス更新業務、「南箕輪の史跡」印刷製本業務などを実施しました。 

 健康・福祉では、前年度に引き続き、特定健診・循環器健診及び各種がん検診受診等を対

象として、健康意識の向上を目的とした健康ポイント制度を実施し、新たな事業として健康

と癒しのプロジェクト関連事業、新生児聴覚検査費用補助などを実施しました。 

 自治・協働では、防災マップ改訂及び印刷を実施いたしました。 

 生活・環境では、伊那市、南箕輪村、箕輪町を巡回する伊那地域安定自立圏バス運行にか

かわる負担金、済みません、伊那地域定住自立圏バス運行にかかわる負担金、前年度に引き

続き、巡回バス運行事業、住宅用新エネルギー施設設置補助事業、住宅リフォーム補助事業

などを実施しました。新ごみ中間処理施設上伊那クリーンセンター稼働に伴う分別方法の変

更などに合わせた、ごみ分別手引書の印刷をしました。道路台帳システム構築事業を実施し
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ました。 

 産業・交流では、前年度に引き続き、若者回帰・定住増進支援事業としての保護者向け就

活セミナー、地元企業見学バスツアー、子育て女性の再就職トータルサポート事業としての

相談事業と各種セミナーの開催、多面的機能支払交付金事業として、地域の水路維持等の活

動に対して、その費用の一部を補助しました。また元気づくり支援金の採択を受けましたフ

ラッグフットボール全国小学生選抜大会を開催しました。 

 続いて、ハード事業でございます。 

 子育て・教育・文化では、南部保育園改修工事、保育園空調設備設置工事、南部小学校教

室棟増築工事、小・中学校空調設備設置工事に伴う設計業務委託料、村民センター図書館ト

イレ改修工事、村公民館耐震改修工事などを実施しました。 

 健康・福祉では、特徴的な事業はございませんでした。 

 自治・協働では、防災・消防体制充実のため、防災行政無線屋外子局増設工事、村消防団

第１分団第３部中込の多目的消防車両更新、大泉屯所建築工事などを実施しました。 

 生活・環境では、南原住宅団地公園整備工事、村道1063号舗装修繕工事、巡回バス購入事

業を実施しました。また、前年度に引き続き、松くい虫予防対策事業、橋梁の点検及び、長

寿化修繕工事等を実施しました。 

 産業・交流では、大芝の湯大浴場ガラス取替工事、大芝高原整備事業として、村道3170号

線改良、街路灯設置、看板整備、トイレ改修などの工事を実施しました。 

 （６）繰越明許費でございます。 

 繰越明許費につきましては、第２回議会定例会において承認をいただきましたが、小・中

学校空調設備設置工事事業ほか、合計11事業、４億3,722万3,000円が年度内に支払いが終わ

らない見込みとなったため、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越しをさせていただ

きました。 

 事業の内容については列記してあるとおりでございます。 

 以上、一般会計についての説明といたします。 

 次に、特別会計について説明申し上げます。 

 ２、介護保険事業特別会計でございます。 

 歳入決算額は10億97万9,000円で、前年度対比1,384万1,000円、1.4％増となりました。主

なものは、保険料が２億3,373万3,000円、国庫支出金２億1,691万円、支払基金交付金２億

5,532万1,000円、県支出金１億3,819万3,000円、繰入金１億3,266万3,000円となっておりま

す。 

 歳出決算額は９億5,795万円で、前年度対比838万9,000円、0.9％の減となりました。うち

保険給付費が８億9,961万8,000円で、歳出の93.9％を占め、前年度対比614万6,000円、

0.7％の増、地域支援事業費が3,305万5,000円で、前年度対比1,089万円、49.1％の増となり

ました。 

 この結果、歳入歳出差引残高は4,302万9,000円となり、前年度対比2,223万円の増となり

ました。徴収率は、現年度分99.6％、滞納繰越分が19.7％、全体では98.6％で、前年度対比

0.5ポイントの増となりました。 

 年度末の第１号被保険者数は3,596人で、前年度対比57人の増加となりました。 

 続きまして、３、国民健康保険特別会計でございます。 
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 歳入決算額は12億7,577万8,000円で、前年度対比２億651万7,000円、13.9％の減となりま

した。歳入の基本となる保険税は２億8,919万4,000円で、前年度対比64万円、0.2％の増と

なりました。 

 保険税以外の主な収入は、県支出金８億6,875万7,000円で、前年度対比８億629万1,000円

の増となりました。これは平成30年度から国保制度改正により、保険給付費に係る費用が全

額県から交付されるようになったためでございます。繰入金は7,033万2,000円で、前年度対

比745万1,000円、11.8％の増となりました。徴収率は、現年度分95.6％、滞納繰越分が

34.7％、全体では87.5％となり、前年度対比1.2ポイントの増となりました。応能・応益の

比率は52対48となっています。 

 歳出決算額は12億6,631万9,000円で、前年度対比１億7,390万3,000円、12.1％の減となり

ました。保険給付費は８億5,856万7,000円で、歳出総額の67.8％を占めており、前年度対

452万9,000円、0.5％の増となりました。 

 この結果、歳入歳出差引残高は945万9,000円となり、前年度対比3,261万4,000円の減とな

りました。 

 年度末被保険者数は2,914人で、前年度対比115人の減、加入世帯数は1,816世帯で、前年

度対比52世帯の減となっています。 

 最後に、４、後期高齢者医療特別会計でございます。 

 歳入決算額は１億3,593万3,000円で、前年度対比741万1,000円、5.8％の増となりました。

主な収入は、保険料が１億502万1,000円で、前年度対比566万8,000円、5.7％の増となりま

した。 

 歳出決算額は１億3,204万7,000円で、前年度対比616万1,000円、4.9％の増となりました。

このうち、後期高齢者医療広域連合納付金は１億3,159万7,000円で、歳出の99.7％を占め、

前年度対比632万6,000円、5.0％の増となりました。 

 歳入歳出差し引き残額は388万6,000円で、前年度対比125万円の増となりました。 

 徴収率は、現年度分99.7％、滞納繰越分30.2％、全体では98.8％で、前年度と同率となり

ました。 

 年度末被保険者数は1,894人で、前年度対比88人の増となりました。 

 以上が、平成30年度一般会計及び特別会計の歳入歳出決算の概要についての説明となりま

す。 

 決算書、主要施策成果説明書及び決算書添付書類等を御確認いただき、詳細につきまして

は、決算特別委員会の際に御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、決算書添付書類は、決算統計の作成ルールに基づき作成されております。性質の区

分の違い等により、決算書とは一部集計数値の違うところがございますが、あわせて決算特

別委員会の際にご説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

 以上で、一般会計及び特別会計の決算概要についての説明を終わらせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 続きまして、水道事業会計及び下水道事業会計の決算概要につい

て説明を求めます。 

 藤澤建設水道課長。 

建設水道課長（藤澤  隆） 議案第11号「平成30年度南箕輪村水道事業会計決算の認定に

ついて」及び議案第12号「平成30年度南箕輪村下水道事業会計決算の認定について」、一括
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して概要説明を申し上げます。 

 初めに、水道事業会計からお願いいたします。 

 主要施策成果等説明書及び決算の添付資料の63ページ、平成30年度南箕輪村水道事業会計

報告書をごらんください。 

 イの一般事項でございます。 

 大変申しわけございませんが、１カ所訂正をお願いいたします。他の表記と合わせますた

めに、１行目の中ほど、5.6千トンとあります。このピリオドを削除をお願いいたします。

56千トンでお願いいたします。 

 それでは、申し上げます。平成30年度年間総配水量は約170万1,000トンを配水し、昨年に

比べ約５万6,000トンの減少となりました。有収水量は約136万5,000トン、有収率は80.3％

で、昨年に比べ3.1％の増加となりました。これは、前年度過去に発生しました水質事故に

よる水道管の洗浄排水がなかったことや、漏水修繕の早期対応などのよるものと考えており

ます。 

 上伊那広域水道用水企業団からの受水量は約148万7,000トンで、昨年に比べ約８万6,000

トンの減少となりました。これは、今申し上げました洗浄排水がなかったことに加えまして、 

第２配水池におきまして、大泉川の表流水を活用したことなどにより、受水量が減少したも

のでございます。 

 また、資本投資の事業としましては、第２配水池の薬注機械施設更新事業の設計業務と準

備工事を発注しました。そのほかに計量法に基づく水道メーターの交換工事、減圧弁取替工

事などを行いました。 

 次に、ロの決算の状況でございます。 

 平成30年度は、水道事業収益２億6,814万4,907円に対しまして、水道事業費用２億4,087

万1,988円、消費税及び地方消費税853万9,500円を除いた、差し引き3,581万2,419円の純利

益となりました。 

 水道事業収益の内訳につきましては、営業収益２億3,464万1,584円、営業外収益3,350万

3,323円となり、営業収益の主な財源である給水収益は２億2,922万1,813円で、前年度対比

1,003万1,899円、4.6％の増収となりました。営業外収益の主な財源は、長期前受金戻入で

3,233万3,723円となりました。 

 水道事業費用の内訳では、営業費用が原水及び浄水費で8,678万2,969円で、配水及び給水

費1,146万3,442円、受託工事費310万6,000円、総係費5,062万6,761円、減価償却費7,551万

4,531円、資産減耗費64万4,272円となり、営業外費用は支払い利息が419万4,513円でした。

特別損失はなく、予備費の執行もありませんでした。 

 資本的収入は1,356万360円、資本的支出は4,131万2,895円で、差し引き不足額2,775万

2,535円は、過年度分損益勘定留保資金2,614万1,829円と現年度消費税及び地方消費税資本

的支出調整額161万706円で補てんをしました。 

 また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律における財政指標、資金不足比率はゼロ

となっております。 

 続きまして、下水道事業会計でございますが、76ページの平成30年度南箕輪村下水道事業

会計報告書をごらんください。 

 １、概況の（１）総括事項でございます。 
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 本村の下水道事業につきましては、平成３年度から積極的な整備に努めてきており、現在

では、南箕輪村第５次総合計画の基本目標の一つであります「住みやすい環境づくりを進め

る村」をもとに、水循環・水環境の整備の分野におきまして、村民生活の安全・安心の向上

や生活環境の改善、河川等公共用水域の水質汚濁の防止、保全、また、管渠工事等の面整備

から維持管理を柱とした事業運営に変わってまいりました。 

 こうした維持管理を主体とした新たな下水道事業の効率的・効果的な事業運営を目指し、

農業集落排水事業を廃止し、公共下水道事業に統合し、下水道事業費用におきましては、管

理運営費の節減に努めてまいりました。平成30年度につきましては、処理区域内人口が95人

増加し、下水道使用料収益も増収となりました。 

 平成28年度に策定いたしました南箕輪村下水道事業経営戦略とともに、ストックマネジメ

ント計画の策定を進め、安全で快適な生活環境づくりを目指し、より一層健全な経営に努め

てまいります。 

 公共下水道の普及状況でございますが、排水区域内面積855.4ヘクタール、全体計画面積

986.4ヘクタールでございますが、処理区域内人口１万5,190人、普及率98.2％となり、先ほ

ど述べましたとおり、昨年度と比べ、処理区域内人口は95人増加いたしました。水洗化人口

は１万3,885人、水洗化率は91.4％となり、前年度対比、水洗化人口は250人の増加、水洗化

率は1.1％の増加となっております。また、有収水量は、公共下水道148万4,072立方メート

ルで、昨年度と比べ２万8,584立方メートルの増加となっております。 

 公共下水道の建設改良の状況でございますが、建設改良工事のうち、新たな宅地造成等に

伴う水洗化のための管渠接続工事など、下水管敷設延長は約200メートルの増加となりまし

た。下水道管敷設総延長は160.0キロメートルとなっております。また、南箕輪浄化センタ

ーの使用電力の低減と未利用地の有効活用、二酸化炭素排出の減少を目的としまして、平成

29年度に設置しました浄化センター太陽光発電施設につきましては、ほぼ計画どおりの発電

量が確保できました。その他、マンホールポンプ場のポンプ交換工事等を実施し、これらの

費用は、管渠施設建設事業費5,942万3,136円を設備投資いたしました。 

 おめくりいただきまして、77ページの会計及び経理でございます。 

 収益的収支は、収入６億2,017万710円に対し、支出６億1,660万7,620円、消費税及び地方

消費税1,054万6,000円を除いた額、６億606万1,620円を差し引き金額1,410万9,092円が当年

度純利益となり、これに前年度繰越欠損金３億2,217万5,302円を加えると、当年度未処理欠

損金の額は３億806万6,210円となりました。 

 内訳としまして、営業収益２億7,033万9,459円、営業外収益３億4,983万1,253円となり、

営業収益の主な財源は下水道使用料で２億6,943万1,534円、前年度と比較しまして、下水道

使用料は1,480万1,904円、5.8％の増収となりました。営業外収益の主な財源は一般会計か

らの補助金で１億6,215万2,000円となりました。 

 対しまして、下水道事業費用は、営業費用が、管渠費709万6,084円、処理場費7,065万

6,807円、総係費4,035万8,404円、減価償却費３億7,207万3,844円となり、営業外費用は、

支払利息１億1,587万6,481円となっております。 

 資本的収支は、総収入額２億1,460万7,950円に対し、総支出額は４億4,294万8,069円で、

不足額２億2,834万119円は、当年度分損益勘定留保資金２億2,834万119円で補てんをいたし

ました。 
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 また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律における財政指標、資金不足比率はゼロ

となっております。 

 以上で、平成30年度上水道事業及び下水道事業の決算の概況として説明をさせていただき

ました。よろしくお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 以上で、議案第７号から議案第12号までの説明が終わりました。 

 ここで、決算審査の結果について、監査委員から報告を求めます。 

 原代表監査委員。 

代表監査委員（原   浩） それでは、平成30年度南箕輪村各会計決算審査の結果を報告

いたします。 

 お手元の平成30年度南箕輪村各会計決算及び基金の運用状況並びに健全化判断比率等の審

査意見書をごらんください。 

 この決算審査意見書は、地方自治法、地方公営企業法、地方公共団体の健全化に関する法

律に基づき、都志監査委員と合意のもとに作成した意見書でございます。 

 １ページをごらんください。 

 申しわけありませんが、訂正をお願いいたします。（２）審査の期日、令和元年７月22日

から記載とございますけれども、計が８日間となっておりますけれども、７日間と御訂正を

お願いいたします。よろしくお願いします。 

 まず、審査の概要ですが、（１）のとおり、平成30年度の南箕輪村一般会計歳入歳出決算

から下水道事業会計決算までの６会計について、７月22日から８月６日までの、７日間をか

けて実施をいたしました。 

 その方法につきましては、村長から提出されました関係書類及び監査委員から提出を求め

ました調書に基づき、（３）の①から④について、会計管理者及び各課長、係長から説明を

聴取しました。また、例月の出納検査や昨年11月に実施した定期監査の審査結果も参考にし、

工事、事業の実施状況について、現地調査もあわせて行いました。 

 また、財政援助団体等に対する審査として、南箕輪村観光協会へ支出した観光協会補助金、

健康観光イベント委託料に対する審査を実施いたしました。 

 審査に付されました一般会計、各特別会計、水道事業会計、下水道事業会計の決算書、付

属書類の各計数は、関係帳簿、証書類と照合の結果、審査した範囲では特に誤りが認められ

ず、おおむね適正に処理をされていたものと認定しました。また、公有財産に関する調書、

基金の運用状況についても誤りは認められず、おおむね適正な処理がなされているものと認

定しました。 

 ２ページ以降には、審査の意見及び決算状況を前年と対比をしながら表にし、意見を記載

してあります。 

 決算数値等については、先ほど、会計管理者、また、建設水道課長から報告がありました

ので、説明は省略させていただきます。後ほどごらんください。 

 14ページをごらんください。 

 財政援助団体等における審査でありますが、決算審査にあわせ、南箕輪村観光協会の審査

を実施しました。対象は南箕輪村観光協会に支出した南箕輪村観光協会補助金及び健康観光

イベント委託料、健康と癒やしのオアシスプロジェクトの２事業についてであります。記載

のとおり収支につきましては、団体の監事の監査を受け、また指導を受けており、関係証書、
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証拠書類ともに適正に処理をされていました。内容についても村から委託を受けた事業の実

施にかかわるものが主なものであり、目的に沿った支出が行われていたものと認めました。 

 監査委員の総括意見として、15ページ、16ページをごらんください。 

 平成30年度は、児童増による南部小学校教室棟増築工事、大芝公園道の駅化に伴う整備工

事、保育園、小・中学校空調設備事業などがあり、資金運用には厳しい時期もありましたが、

おおむね良好であったと判断します。 

 村税については、前年を上回り、特に村民税の増加は景気回復が税収にも反映されたとも

いえます。固定資産税は３年に一度の評価替えの年となり、土地、家屋は減少しましたが、

償却資産が企業収益の改善により、設備投資が大きく伸びました。まだ数年は財政的に厳し

い状況が続きますが、職員の創意工夫、努力で乗り切っていただきたい。 

 村税の滞納状況については、当年度の収入未済額については、前年に比べ減少しています。

担当課を中心に、特別会計や企業会計も含め、新たな滞納が発生しない努力がされており、

今後も引き続き徴収業務に努めていただきたい。 

 財政力指数など、財政状況を判断する各種比率を見る中で、健全な数値を示しており、大

型事業により、当面大変厳しい状況が続きますが、引き続き健全財政の確保に努めていただ

きたい。 

 各種契約事務については、おおむね良好であると判断しました。今後も、予算見積時、当

初設計時において、慎重かつ適切な事務処理をしていただきたい。 

 現地調査において、少ない経費での事業執行の大変苦労しているところが見られますが、

事業執行後の追加工事等にならないように、事前調査を適格に実施し、一度の事業執行で終

わるように、努められたいと思います。 

 人口が増加し、住民ニーズが多様化し、また制度改正などにより、職員の事務量は増える

ばかりであります。職員増員も含め検討をしていただきたい。新規採用職員や人事異動によ

り新しい職場へ異動となった職員たちにも、戸惑うことなく職務が遂行できるように、研修

や上司からの指導等を実施していただきたい。 

 最後になりますが、18ページをお開きください。 

 平成30年度の健全化判断比率及び資金不足比率審査意見であります。 

 審査の概要、審査の期日、審査の手続は記載のとおりであります。 

 健全化比率の算定基準となる事項を記載した書類を確認しましたが、いずれも適正に処理

されていました。 

 また、19ページの水道及び下水道事業ですが、いずれも資金不足比率はゼロとなっており、

この算定の基準となる事項を記載した書類も適正に作成されていると認められました。 

 以上が報告の内容でございますが、このほかに、事務的指導事項につきましては口頭でお

伝をしましたので申し添えておきます。 

 以上で、審査報告を終わります。 

議  長（丸山  豊） 以上で審査の結果報告を終わります。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第７号から議案12号までにつきましては、質疑を省略

して、議員10人全員で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託して審査することにし

たいと思いますが、御異議ありませんか。 
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〔議場「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議  長（丸山  豊） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第７号から議案第12号は、議員10人で構成する決算特別委員会を設置し、

これに付託して審査することに決定しました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま設置が決定しました決算特別委員会の正副委員長には、平成28年２月８日の議会

全員協議会において、委員長に福祉教育常任委員会委員長、副委員長に福祉教育常任委員会

副委員長が就くことが決定されていますので、委員会での互選を省略して、議長が指名した

いと思いますが、御異議ありませんか。 

〔議場「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議  長（丸山  豊） 異議なしと認めます。 

 したがって、決算特別委員会委員長には三澤澄子議員、副委員長には笹沼美保議員を指名

いたします。 

 日程第８、議案の上程を行います。 

 議案第13号「令和元年度南箕輪村一般会計補正予算（第７号）」を議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第13号「令和元年度南箕輪村一般会計補正予算（第７号）」

について提案理由を申し上げます。 

 本案は、歳入では、決算に伴う平成30年度繰越金の確定による増額、地方交付税の増額、

固定資産税の減額補正が主なものであります。また、10月からの保育料無償化に伴う園児給

食代負担金を計上いたしました。 

 歳出では、福祉灯油券の交付、新たな地域おこし協力隊員の任用に伴うもの、また学校施

設整備への積み立てが主なものであります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億7,833万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を60億9,572万9,000円とするものであります。 

 細部につきましては、副村長及び担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議を

いただき、御決定をお願いをいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 原副村長。 

副 村 長（原  茂樹） 議案第13号「令和元年度南箕輪村一般会計補正予算（第７号）」

の細部説明を申し上げます。 

 第１条の歳入歳出予算の補正につきまして、歳出から御説明を申し上げますが、子供の出

生等、一般職員の扶養等の異動があり、幾つかの科目で職員手当等の予算額に不足が生じま

すので、今回人件費の補正をお願いをしてございます。給与費明細書により一括して御説明

申し上げますので、28ページをごらんいただきたいと思います。 

 １の特別職については変更がございません。 

 おめくりいただきまして、２の一般職でございますが、先に下の職員手当の内訳の表をご

らんをいただきたいと思います。 

 子の出生及び住居の移転等によりまして、扶養手当、児童手当、通勤手当の増額をお願い
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するものでございます。上の総括の表にお戻りいただきまして、給与費、共済費ともに総額

では減額となっておりますが、職員数の欄にございますように、年度中途ではございますが

２名の職員が退職をしたため、減額になるものでございます。 

 以上の説明をもちまして、各科目２節給料から４節共済費までの説明は省かせていただき

ますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、16ページのほうをお願いしたいと思います。 

 歳出、１款、議会費でございます。１項１目、0101議会事務の補正は、議会のほうで10月

に開催の計画をされておられます中学生模擬議会の模様をケーブルテレビにより放送するた

めの委託料を追加するものでございます。 

 おめくりいただきまして、２款、総務費、１項１目、0201一般管理事務の12節、臨時職員

求人広告料の追加でございますが、なかなか臨時職員の方の確保が困難となっておりますが、

保育士等の募集広告を情報誌等に掲載し、確保に努めてまいりたいと思います。 

 次に５目、0241財産管理事務の11節と14節でございますが、新たな地域おこし協力隊員に

係ります車両のレンタル代及び燃料代について、車両管理を一括して行っております財務課

の予算のほうに計上するものでございます。９月からの７カ月分でございます。 

 給与費は飛ばしまして、次に13目、0221企画調整管理事務の13節は、現在田畑区に無償で

管理をしていただいております田畑駅前設置の簡易トイレにつきまして、区の負担軽減を図

るため、業者委託に切りかえていくための委託料でございます。 

 次の17目0208情報管理事業の13節と19節でございますが、伊那ケーブルテレビジョンのチ

ャンネルを通じまして、放送をしております文字放送につきまして、これまで村単独で専門

業者のほうに保守業務を委託しておりましたけれども、更新に当たり同様の文字放送を実施

しております伊那市、また箕輪町との協議が整い、伊那市が代表として３市町村合同で契約

をしていくことといたしましたので、費目を委託料から負担金に組み替えをさせていただく

ものでございます。 

 おめくりいただきまして、３款、民生費でございます。１項１目、0301社会福祉総務事務

の11節と20節は、福祉灯油券の交付に係る追加でございます。燃油価格依然高い水準で推移

をしておりますが、冬期に向けまして高価格を続くことが予想をされます。福祉灯油券の関

係経費を計上させていただき、準備を進めてまいります。なお、交付の最終的な判断は11月

とさせていただき、灯油価格が目安であります85円を超えている場合には、12月から翌年３

月までの４カ月分として村県民税非課税世帯で老人のみの世帯等を対象として、１世帯当た

り１万円分を交付する予定でございます。対象の世帯数としては400世帯を見込んでおりま

す。 

 次に、0380プレミアム付商品券事業の７節と13節でございますが、事業の実施体制が固ま

りましたので、それにあわせ組みかえをさせていただくものでございます。 

 次に２項１目、0335子育て教育支援事業の13節、産後育児ヘルパー派遣事業でございます

が、新たに要望がございます２名分ということで増額をお願いするものでございます。 

 おめくりいただきまして、４款、衛生費は給与費のみでございます。 

 次の22ページ、６款農林水産水産業費、１項２目、0604農業総務事務の８節から19節まで

は農業分野で新たな地域おこし協力隊員１名を採用することといたしましたので、関係経費

を計上させていただくものでございます。味工房の農産物確保を中心に取り組んでいただく
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こととしております。 

 次に、３目、0605農業振興事業の19節ですが、新たな苗木の導入をする果樹農家が多数あ

りまして、苗木導入補助金の増額をお願いするものでございます。主にはリンゴになります

が、ほかにブドウ、ブルーベリーもあり、現計予算分も合わせまして、苗木約1,500本分に

ついて補助を行うものでございます。 

 次の0611農業経営基盤強化推進事業の７節と12節でございますが、いわゆる人・農地プラ

ンに係る経費の追加でございます。プランの強化を図るためのアンケート、検討会の開催等

を行ってまいります。ほぼ全額国からの補助金で賄われるものでございます。 

 おめくりいただきまして、７款、商工費でございます。１項１目、0701商工観光総務事務

でございます。申しわけございませんが、ミスプリントがありますので訂正をお願いいたし

ます。そこの18節の説明書きの中で、地域おこし協力隊と記載すべきところを平仮名の

「し」の字が欠落してしまいましたので、加入をお願いいたします。 

 こちら各節、観光分野に取り組んでおります地域おこし協力隊員の活動状況に合わせ、予

算の組み替えをさせていただくものでございます。18節の備品購入費でございますが、イベ

ント用としてワンタッチ式の小型テント等を購入をいたします。 

 次の３項、0703観光振興事業の15節ですが、味工房の加工場のエアコン、これまで使って

おりましたものですが、これは改築前の器機を移しまして、そのまま使用してたというもの

でございますけれど、この夏のシーズン中に故障をしてしまいまして、修繕不能という状態

でありました。営業への影響が大きかったため、急遽この更新工事を行わせていただきまし

た。そのため予定をしております分煙施設の設置工事費に、不足が生じることとなりました

ので増額をお願いするものでございます。 

 次のページ、８款、土木費でございますが、２項２目、0808村単道路改良事業の13節と15

節は、入札差金等で13節委託料のほうに不用額が生じましたので、15節に振りかえ、地区計

画事業に進捗を図るものでございます。 

 次の５項１目、0830住宅管理事業は、現在新規入居の手続を進めております羽場団地に新

しい団地でございますけれども、こちらの表示板がないものですから、その整備また火災共

済加入の経費ということでお願いするものでございます。 

 おめくりいただきまして、９款消防費でございますが、１項３目、0910消防施設整備事業

の28節、久保の踏切近くにあります消火栓１基が水漏れをしておりまして、交換をする必要

が生じましたので村水道事業に工事を依頼し、その費用を繰出金として支出をするものござ

います。 

 続きまして、10款、教育費でございます。１項４目、1006学校施設整備基金積立金でござ

いますが、平成30年度決算の収支状況によりまして、本年度への繰越金が増額になるなど、

一定の財源の確保ができましたので、そのうち１億円を今後の給食施設整備等に備えるため、

学校施設整備基金に積み立てるものでございます。 

 次の２項１目、南部小学校管理事務の11節は、校舎廊下下にありますピット部分の修繕を

予定しておりますけれども、これまでにさまざま修繕費用がかさみまして、予算に不足が生

じますので、増額をお願いするものでございます。 

 次に３目、1013給食センター事業の13節でございますが、先に給食センターのボイラーの

交換工事を実施をさせていただきました。器機が最新型になったということで、保守点検の
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費用がこれまでより若干多くなるということでございます。不足する分の増額をお願いする

ものでございます。 

 おめくりいただきまして、14款予備費で歳入歳出調整をさせていただきまして、7,437万

9,000円の増額といたします。 

 歳出は以上でございます。 

 次に、歳入でございますが、８ページをごらんいただきたいと思います。 

 まず、１款、村税でございますが、２項１目１節の固定資産税現年度課税分につきまして

は、償却資産分が思いのほか伸びず、見込みを下回ったということによりまして、3,400万

円の減額といたします。次の３項２目は、税制改正により新たに設けられました軽自動車に

係る環境性能割を計上させていただくものでございます。10月１日からの課税となり、約90

台分を見込むものでございます。 

 おめくりいただきまして、11款、地方特例交付金でございますが、１項１目、地方特例交

付金につきましては、確定により減額をするものでございます。 

 次の３項１目、自動車税等減収補填特例交付金につきましては、新たに車に対する税制改

正によりまして、自動車及び軽自動車への課税の変更がされますので、これに対して国は激

変緩和ということで経過措置等を設けております。それらによりまして、村の収入が減収す

る分がございますので、その分国が特例交付金として交付をするというものでございます。 

 続きまして、12款、地方交付税のうち普通交付税につきましては、確定による増額でござ

います。村税の固定資産税が今も御説明申し上げましたように、伸びなかったというような

ことで、基準財政収入額が少なかったことと、保育園児が増加していることが主な要因だと

いうことでございます。また、特別交付税につきましては、新たに委嘱をする地域おこし協

力隊員に係る分の交付金を追加するものでございます。 

 おめくりいただきまして、14款２項３目２節、児童福祉費負担金は産後育児ヘルパー派遣

事業の事業量の増加に伴いまして、増額をするものでございます。個人負担ということで１

回につき500円お願いをしている部分でございます。 

 次のページ17款、県支出金の２項６目１節、農業費補助金でございますが、人・農地プラ

ンの強化事業に対し、県を通じて交付をされる国からの補助金でございます。 

 おめくりいただきまして、21款、繰越金は６号補正で一部を計上させていただきましたの

で、今回の補正では１億1,144万1,000円となり、補正後の額は３億2,444万1,000円となりま

す。 

 次の22款、諸収入の５項１目３節、個人負担等納付金でございますが、３歳以上の園児の

保育料無償化に伴いまして、これまでは保育料の中に含んで御負担をいただいておりました

給食代につきまして、別科目として計上をするものでございます。国から示された基準額は、

１人一月当たり4,500円でありますが、保護者の負担軽減を図るため、１人一月当たり3,000

円とし、年収360万円未満相当の世帯及び第３子以降の子供については、免除することとい

たします。10月から６カ月該当する園児400人分として見込むものでございます。 

 次の２節の雑入は、新たに委嘱する地域おこし協力隊員が使用をします車両について、公

務以外での使用もございますので、その分の燃料費相当分を納付いただくものでございます。 

 おめくりいただきまして、23款、村債でございますが、臨時財政対策債の限度額が確定を

してまいりましたので、限度いっぱいの借り入れを行うこととし増額をお願いするものでご
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ざいます。 

 これらに伴います地方債の補正につきましては、第２条のほうに規定をし、５ページに 

第２表、地方債補正の表を載せてございます。詳細はそちらのほうのお目通しをお願いをい

たします。 

 以上で、細部説明を終わります。 

議  長（丸山  豊） 議案第13号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 ９番、三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） ９番、三澤です。 

 18ページの田畑の簡易トイレの清掃でありますけれども、本当に今までは区の皆さんが清

掃してとっても大変だったというお話をお聞きしております。今度業者委託するということ

ですけれども、どのくらいの頻度というか、で清掃するのかをお聞きします。とりあえずで

すけども、できれば北殿の駅のトイレの同じような状況なのか、お聞きしたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 田中課長。 

地域づくり推進課長（田中 俊彦） 田畑駅の簡易トイレにつきましては、週２回の清掃を

予定している、10月から週２回ということで予定をしております。北殿につきましても同様

でございますが、大体月によって異なりますけど、９回ぐらいやっております。週２回は変

わりません。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

 ７番、加藤議員。 

７  番（加藤 泰久） ７番、加藤です。 

 ただいまの田畑簡易トイレの関連でございますが、利用者にとってみると非常に駐輪場の

奥で夜暗くなったら怖くて使えないと、設置場所がちょっと不具合じゃないかということで、

夜っていっても、夕方でもちょっと怖いという話を聞いておりますので、設置場所を何とか

考えていただきたいと、そんなように思います。 

議  長（丸山  豊） 御意見だけれど、コメントありますか。 

 田中課長。 

地域づくり推進課長（田中 俊彦） 現在の設置場所につきましては、これは田畑区様とも

御相談をさせていただいて、トイレでありますので余り目立ったところではいけない、なお

かつというようなことの中で、設置をさせていただいたものでございますけれども、今のよ

うな御意見等もございます。現在、今月ですね新たに道路改良に先立ちまして、駐輪場の移

設工事を行います。そしてその移設工事が終わった際に、トイレもそちらのほうに移設をい

たしますので、暗くてという意味でいけば、どちらかというと明るいところに移りますので、

よろしいかなと思いますけども、また今後利用状況等もまた見ながら、検討はさせていただ

きたいと思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 田畑の駅のトイレの問題が出ております。若干御理解いただきた
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いのは、このトイレは区からの陳情によりまして設置したトイレであり、清掃をするからぜ

ひ設置してほしいという陳情に基づいて設置したものであります。ただ本当に負担が大変だ

ということで、時代が変わればそういうことかなという、こういったことで村が管理をする

ということになりました。当初は清掃を区でやるからぜひお願いしたいと、このことだけは

申し添えておきたいというふうに思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） これで質疑を終わります。 

 ここでちょっと時間の調整もありますので、ここで午前中の議案審議を終了いたしまして、

午後に回したいと思いますので、ただいまから１時半まで休憩ということで、お願いいたし

ます。 

 休憩ということにいたします。 

   休憩 午前１１時４５分 

   再開 午後０１時３０分 

議  長（丸山  豊） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第14号「令和元年度南箕輪村介護保険事業特別会計補正予算（第１号）」を議題とい

たします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第14号「令和元年度南箕輪村介護保険事業特別会計補正予算

（第１号）」について提案理由を申し上げます。 

 本案は、歳入では、前年度決算の確定により生じた繰越金の増額をお願いし、歳出では、

過年度分の事業費の精算により生じた国庫支出金等の返還金の増額補正をお願いするもので

あります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ4,252万8,000円を追加し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ10億3,402万8,000円とするものであります。 

 細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をいただき、

御決定をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 堀健康福祉課長。 

健康福祉課長（堀  正弘） それでは、議案第14号につきまして細部説明を申し上げます。 

 今回の補正は決算見込みの確定見込みによりまして、補正を行うものであります。 

 初めに、予算書６ページをごらんいただきまして、歳入から御説明いたします。 

 14款、繰越金でありますが、前年度決算による繰越金の確定見込みによりまして、4,252

万8,000円を追加するものであります。 

 歳入は以上であります。 

 続いて、７ページからの歳出となります。 

 ８款、諸支出金、１項２目、償還金で1,270万3,000円を追加するものでありますが、23節
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の償還金利子及び割引料で、国庫支出金等過年度分精算金といたしまして、平成30年度の実

績に基づき、国、県及び支払基金それぞれの法定負担割合分により、差額を返還するもので

あります。 

 ８ページの９款１項１目、予備費でありますが、歳入歳出調整を行い、2,982万5,000円を

追加するものであります。 

 歳出につきましては以上であります。 

 １ページにお戻りいただきまして、以上のことから、既定の歳入歳出の予算の総額にそれ

ぞれ4,252万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ10億3,402万8,000円とするも

のであります。 

 以上で、細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 議案第14号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 議案第15号「令和元年度南箕輪村国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）」を議題

といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第15号「令和元年度南箕輪村国民健康保険事業特別会計補正

予算（第１号）」について提案理由を申し上げます。 

 本案は、歳入では、前年度決算の確定により生じた繰越金の増額及び過年度分の療養給付

費等の交付金の清算による増額をお願いし、歳出では、過年度分の保険給付費等交付金の精

算金による返還金の増額補正をお願いするものでございます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,606万1,000円を追加し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ12億8,587万1,000円とするものであります。 

 細部につきましては、副村長から説明申し上げますので、よろしく御審議をいただき、御

決定をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 原副村長。 

副 村 長（原  茂樹） 議案第15号「令和元年度南箕輪村国民健康保険事業特別会計補正

予算（第１号）」の細部説明を申し上げます。 

 歳入から説明を申し上げますので、予算書案の６ページをごらんいただきたいと思います。 

 ９款１項２目、繰越金でございますが、平成30年度の決算確定によるものでございます。 

 おめくりいただきまして、７ページの10款、諸収入２項６目、療養給付費等交付金でござ

いますが、平成30年度に概算で支払いました療養給付費のほうが確定をいたしましたので、

国保連合会から返還金ということで、増額をするものでございます。 

 続いて８ページの歳出でございます。 

 ９款、諸支出金１項３目1564保険給付費等交付金償還事務でございますが、平成30年度分

の普通交付金額の確定によりまして、県へ返還をするものでございます。 

 おめくりいただきまして、９ページの10款予備費で歳入歳出調整をさせていただき、868
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万円を追加するものでございます。 

 歳出は以上でございます。 

 以上で、細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 議案第15号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 議案第16号「令和元年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」を議題と

いたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第16号「令和元年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）」について提案理由を申し上げます。 

 本案は、歳入では、前年度決算により生じた繰越金の増額をお願いし、歳出では、後期高

齢者医療広域連合への納付金の増額補正をお願いするものであります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ188万6,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ１億3,837万6,000円とするものであります。 

 細部につきましては、副村長から説明を申し上げますので、よろしく御審議をいただき、

御決定をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 原副村長。 

副 村 長（原  茂樹） 議案第16号「令和元年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）」の細部説明を申し上げます。 

 歳入から御説明申し上げますが、予算書案の６ページをごらんいただきたいと思います。 

 ４款、繰越金でございますが、平成30年度決算確定による追加でございます。 

 おめくりいただきまして、７ページの歳出でございます。２款１項１目1804後期高齢者医

療広域連合納付金でございますが、繰越金と同額を追加するものでございます。 

 以上で、細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 議案第16号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 議案第17号「令和元年度南箕輪村水道事業会計補正予算（第２号）」を議題といたします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第17号「令和元年度南箕輪村水道事業会計補正予算（第２

号）」について、提案理由を申し上げます。 

 本案は、収益的収入の水道事業収益を90万円増額し、収入予定総額を２億8,200万9,000円

とし、資本的収入で300万円増額して、収入予定総額を１億2,910万円とするものであります。

なお、資本的収支において、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額及び過年度分損
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益勘定留保資金で補てんする額を、それぞれ１億6,849万9,000円に改めるものであります。 

 細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をいただき、

御決定をお願いをいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 藤澤建設水道課長。 

建設水道課長（藤澤  隆） 議案第17号の細部説明を申し上げます。 

 予算実施計画明細書にて説明をいたしますので、議案書５ページをお願いいたします。 

 収益的収入の収入１款１項２目１節、受託工事収益で90万円増額するものでございます。

これは先ほどの一般会計のほうからもありましたけれども、村からの依頼予定の消火栓１基

の取り替え工事による受託工事費用でございます。 

 おめくりいただきまして、６ページの資本的収入１款４項２目、負担金１節、工事負担金

でありますが、本年度に入りまして下水道事業で行う公共桝の設置に際しまして、水道管が

支障となるケースが出てきております。そうした際の布設替え、いわゆる切り回しの補償工

事費用６カ所分を見込みまして、300万円計上するものでございます。 

 １ページにお戻りいただきまして、以上の説明のとおり第２条収益的収入及び支出の収入

で水道事業収益を90万円増額して、収入予定総額を２億8,200万9,000円とし、おめくりいた

だき、２ページの第３条、資本的収入及び支出の収入を300万円増額して、収入予定総額を

１億2,910万円とするものでございます。なお、資本的支出におきまして資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額及び過年度分損益勘定留保資金にて補填する額は、それぞれ１

億6,849万9,000円に改めるものでございます。 

 以上で、議案17号の細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 議案17号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 議案第18号「令和元年度南箕輪村下水道事業会計補正予算（第２号）」を議題といたしま

す。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第18号「令和元年度南箕輪村下水道事業会計補正予算（第２

号）」について、提案理由を申し上げます。 

 本案は、収益的収入及び支出の事業費用を７万6,000円増額して、必要予定総額を６億

2,172万9,000円とし資本的収入及び支出の資本的支出を300万円増額して、必要予定総額を

４億5,276万2,000円とし、資本的収支において資本的収入額が資本的支出額に対し不足する

額及び当年度分損益勘定留保資金で補てんする額をそれぞれ２億4,013万3,000円に改めるも

のであります。 

 細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をいただき、

御決定をお願いをいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 藤澤建設水道課長。 
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建設水道課長（藤澤  隆） 議案第18号の細部説明を申し上げます。 

 同じように、予算実施計画明細書にて説明をいたしますので、議案書５ページをお願いい

たします。 

 収益的収入及び支出の１款１項４目、9407総係事業、10節、負担金としまして７万6,000

円増額をお願いするものでございます。これは担当者等の異動によりまして消費税と滞納の

分野につきまして、２日間の研修参加負担金をお願いするものでございます。 

 おめくりいただきまして、６ページをお願いいたします。資本的収入及び支出の支出でご

ざいます。１款１項１目、9430施設建設事業300万円の増額でございますが、先ほどの水道

事業会計の補正予算の説明のとおり、本年度に入りまして下水道事業の公共桝設置に際しま

して水道管が支障となるケースが出ており、そうした形で６カ所分の300万円の計上をお願

いするものでございますが、できる限りこれは公共桝の設置の変更も考えながら、影響を回

避したいと考えておりますので、御理解をお願いいたします。 

 １ページにお戻りいただきまして、以上の説明によりまして第２条収益的収入及び支出の

事業費用を７万6,000円増額し、支出予定総額を６億2,172万9,000円とするものでございま

す。 

 ２ページ、第３条では資本的収入及び支出の支出を300万円増額し、支出予定総額を４億

5,276万2,000円とするものでございます。なお、資本的収入に対しまして資本的支出が不足

する額及び当年度分損益勘定留保資金にて補てんする額を、それぞれ２億4,013万3,000円に

改めるものでございます。 

 以上で、議案18号の細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 議案第18号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 日程第９、議案第19号「工事請負契約の締結について」を議題といたします。 

議  長（丸山  豊） 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第19号「工事請負契約の締結について」、提案理由を申し上

げます。 

 本案は、地方創生拠点施設整備交付金事業で行うお試し住宅（コテージ）建築工事の契約

予定価格が、地方自治法の規定に基づく南箕輪村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

または処分に関する条例第３条に定める額となりましたので、同法及び同条例の規定により

議会の議決を求めるものであります。 

 細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をいただき、

御決定をお願いをいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 出羽澤産業課長。 

産業課長（出羽澤 平治） それでは、議案第19号の細部説明を申し上げます。 

 地方創生拠点施設整備交付金事業で行うお試し住宅（コテージ）の新築工事の工事請負契

約についての御説明を申し上げます。 



42 

 議案書の２ページ、説明資料をごらんください。 

 まず、初めにお試し住宅（コテージ）新築工事について、入札状況について御説明いたし

ます。入札につきましては、新築するコテージは、今年度中に完成しなければならないこと、

そして既存のコテージや周辺に調和し、暮らし体験や観光宿泊可能施設とすること、などか

ら来年３月末までの短い期間内で、よりすぐれたコテージを建築するため、ログハウスキッ

トやプレカット材の使用による工期短縮や機能等については、現在の10人棟のコテージの機

能をベースにして、２階を宿泊スペース、１階を交流や研修などが行えるスペースとし、自

然環境や周辺に調和し、大芝高原を楽しみ、なお老人や障がい者等にも利用しやすい施設と

なるように、基本的な仕様を定めまして、５社指名によるプロポーザル方式といたしました。 

 村内のログハウス建築を手がける事業者及び、村内の建築事業者から企画提案をいただき、

すぐれた提案を選定をしたところでございます。 

 審査は、令和元年８月28日、午前９時30分から実施をいたしました。 

 提案内容の説明を行っていきたいと思います。敷地の配置につきましては、次のページ、

３ページの地図をごらんをいただきたいと思います。 

 下の図になりますけれども、その図の中心部の点線に囲まれた範囲がコテージとカーポー

トの設置予定場所となります。エリアとしましては18メートル掛ける36メートル、面積とし

まして約650メートルの中に、２棟を建築するという予定でございます。２棟につきまして

は、それぞれのプライバシーの確保が図られるように、考慮しての配置となってございます。 

 コテージの外観等につきましては、１ページまたお戻りいただきまして、中ほどの挿絵を

ごらんをいただきたいと思います。まずこの挿絵では屋根の右側のところですが、煙突が出

ております。今回の計画におきましてはストーブを設置しませんので、この煙突はなくなり

ます。また煙突の奥側部分につきまして、屋根の出っ張り部分がございます。これはこの会

社の呼び方ではドーマーと呼ばれているものになります。挿絵を見ていただいたとおり１階

の上に直接この屋根が乗っかっているような状況の中に、２階があるということで、このド

ーマーの出っ張りがあることによりまして、通常の２階のスペースよりも広く確保できると、

こういうものになっております。また、挿絵の正面につきましては、デッキ、ポーチがあり

右側に玄関となっております。また、今回の計画の中ではこのデッキ、ポーチの手前にスロ

ープが設置される計画でございます。 

 住民用のコテージの使用用途は、１戸建て住宅でございます。間取りにつきましては４ペ

ージをごらんいただきたいと思います。 

 構造につきましては、国産材を使用しました丸太組みによる木造２階建てとなります。１

階の床面積が52.99平方メートル、２階の床面積は46.37平方メートル、延床面積は99.36平

方メートルです。１階のデッキ、ポーチ、それから２階のベランダを含めた総面積につきま

しては、130.64平方メートルとなります。 

 １階の部分が食堂や交流、研修ができるラウンジ、それからバス、トイレ等のスペースと

してあります。また車いすの利用が可能になるようにつきましてスロープを設け、また１階

にソファ兼ベッドを置き、宿泊も可能といたしました。 

 ２階部分につきましては、基本的には宿泊スペースとしております。極力間仕切りをなく

しましてワンフロア方式としてございます。２階についてはほぼ壁がない状態となっており

ます。また２階部分につきましては、開放感のある広いベランダがついております。このベ
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ランダの有効活用によりまして、談話や交流それからまたベランダでの大芝高原の自然の中

をくつろぐ、楽しんでいただけるスペースなどということでの利用が可能となっております。 

 １階につきましては、基本的に室内用車いすでの移動が可能となるように、それぞれを工

夫してございます。トイレにつきましては、若干広めにして中での旋回を可能といたしまし

た。また洗面所につきましては、常に利用できるような形での配置としてあります。 

 それから２階のところに、ちょうど真ん中あたりに、ロフトと書かれておりますけれども、

これはロフトフロアと呼ばれるところでありまして、通常の屋根裏部屋のロフトとはちょっ

と区別をしていただきたいと思います。これは通常の２階のフロアということで読み取って

いただきたいと思います。 

 工期につきましては、議会の議決の日から令和２年３月27日までとするものでございます。 

 それでは、１ページにお戻りいただきまして、契約の目的は、令和元年度地方創生拠点整

備交付金事業お試し住宅(コテージ)新築工事でございます。 

 契約方法は、随意契約(プロポーザル方式)によるものでございます。 

 契約金額につきましては、5,691万4,000円です。 

 契約の相手方は、駒ケ根市赤穂23番地195、株式会社ＢＥＳＳ信州、代表取締役櫻井浩で

ございます。 

 以上で、議案第19号の細部説明をとさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 議案第19号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 議案第19号の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第19号を採決いたします。 

 議案第19号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第19号は原案のとおり可決されました。 

 日程第10、議案第20号「南箕輪村教育長の任命について」を議題といたします。 

 清水教育長の退席を求めます。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第20号「南箕輪村教育長の任命について」の提案理由を申し

上げます。 

 清水閣成教育長が９月30日で任期満了となるため、引き続き清水閣成氏を任命したいので、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定に基づき議会の同意を求める

ものであります。 

 住所は、南箕輪村2921番地２、氏名、清水閣成、生年月日、昭和29年１月７日、満65歳で
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ございます。 

 経歴につきましては議案の添付資料をごらんいただきたいと思います。任期３年というこ

とで、３年間清水教育長には教育長として努めていただきました。３年間の実績を見ながら、

再度お願いをしたいということで、提案をするものであります。よろしく御同意を賜ります

ようお願いをいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 議案第20号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 議案第20号の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第20号を採決いたします。 

 議案第20号は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第20号、南箕輪村教育長の選任につき同意を求めることについては、同

意することに決定されました。 

 清水教育長の着席を求めます。 

 ただいま、南箕輪村の教育長の任命について、全員賛成で同意することに決定しましたの

で、清水教育長の挨拶を求めます。 

教 育 長（清水 閣成） 一言挨拶をさせていただきます。 

 私でいいのかなという、そういう思いを拭えない自分があります。３年前に教育長の任を

いただき今に至ります。早いなとそんな実感を覚えております。３年間走り続けてこれてい

るのは、村長、副村長を初め、庁内の皆様、教育委員の皆様、教育委員会事務局のスタッフ

の面々、村議会議員を初め地域の皆様のお力添え、御支援のおかげというふうに強く思って

おります。 

 子育て、特に学校とは、立ち位置が異なるわけでございますけれども、協働ということを

大事にしてまいっております。 

 室町時代の能役者、世阿弥の言葉に「初心忘るべからず」という言葉がございます。世阿

弥はそう言ってるわけでございますけれども、最初のときの初心を含め、物事が動いていく、

進んでいく過程において、その時々に初心があると。その段階、段階の初心を大事にしてい

こう、それが必要なこと、そんなふうに私自身は受けとめております。時々の初心を本当に

忘れてはならない、まことに強く思います。 

 教育関係、子育て関係等、課題は山積しておりますが、課題を願いとして受けとめ、初心

忘るべからず、時々の初心忘るべからずを心に置き進みたいと思います。 

 まずは、９月末まで、そして10月からであります。日々風を感じ経ヶ岳を仰いで、これで

いいのかなと自問自答をする日が続くかなというふうに思っておりますが、自分を大切にし、
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身を引き締め努めてまいります。ぜひとも皆様方の御指導、御鞭撻お力添えをよろしくお願

いいたします。 

 簡単でございますが、挨拶といたします。よろしくお願いいたします。 

 日程第11、議案第21号「南箕輪村教育委員会委員の任命について」を議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第21号「南箕輪村教育委員会委員の任命について」の提案理

由を申し上げます。 

 清水道直教育委員が９月30日で任期満了となるため、引き続き清水道直氏を任命したいの

で、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により議会の同意をお願

いするものであります。 

 住所は、南箕輪村1849番地、氏名、清水道直氏であります。生年月日、昭和26年７月12日、

満68歳であります。 

 経歴につきましては、議案の添付資料をごらんいただきたいと思います。前々から申し上

げておりますけれども、私の基本方針として、いろんな委員さんは２期務めていただくこと

がいいだろうという、こういう思いがあるわけであります。したがいまして清水道直氏には

２期目ということで、お願いしてまいりたいということでございます。よろしく御同意を賜

りますようお願いを申し上げて、提案説明といたします、よろしくお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 議案第21号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 議案第21号の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第21号を採決いたします。 

 議案第21号は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第21号、南箕輪村教育委員会委員の選任につき、同意を求めることにつ

いては同意することに決定されました。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれにて散会とします。 

 お疲れさまでした。 

事務局長（松沢 さゆり） 御起立願います。〔一同起立〕礼。〔一同礼〕お疲れさまでし

た。 

 

   散会 午後２時２分 
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議 事 日 程（第２号） 

令和元年９月１７日（火曜日） 午前９時００分 開議 

 

第１ 一般質問（質問順位第１番から） 

      ７番  加 藤 泰 久 

      ６番  都 志 今朝一 

      ８番  小 坂 泰 夫 

      ９番  三 澤 澄 子 

      １番  百 瀬 輝 和 

      ２番  山 﨑 文 直 
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○出席議員（１０名） 

 １番 百 瀬 輝 和   ６番 都 志 今朝一 

 ２番 山 﨑 文 直   ７番 加 藤 泰 久 

 ３番 原   源 次   ８番 小 坂 泰 夫 

 ４番 藤 城 栄 文   ９番 三 澤 澄 子 

 ５番 笹 沼 美 保  １０番 丸 山   豊 

 

 

○欠席議員 

   なし 

 

 

○説明のため出席した者 

村 長 唐 木 一 直  健康福祉課長 堀   正 弘 

副 村 長 原   茂 樹  子育て支援課長 唐 澤 孝 男 

教 育 長 清 水 閣 成  産 業 課 長 出羽澤 平 治 

総 務 課 長 藤 田 貞 文  代表監査委員 原     浩 

地域づくり推進課長 田 中 俊 彦    

会計管理者 松 澤 厚 子    

財 務 課 長 唐 澤 英 樹    

住民環境課長 清 水 恵 子    

 

 

○職務のため出席した者 

   議会事務局長   松 澤 さゆり 

   議会事務局次長   髙 木 謙 治 
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会議のてんまつ 

令和元年９月１７日    午前９時００分 開議 

 

事務局長（松澤 さゆり） 御起立願います。〔一同起立〕おはようございます。 

〔一同「おはようございます」〕御着席ください。〔一同着席〕 

議  長（丸山  豊） お疲れさまです。 

 ただいまの出席議員数は10名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開

きます。 

 会議に入る前に御報告いたします。本日、藤澤建設水道課長、伊藤教育次長が病気療養の

ため欠席する旨の届け出がありました。 

日程第１、一般質問を行います。 

 本定例会の一般質問は、一問一答方式により行います。質問時間は、答弁を含め１人50分

とします。時刻掲示板の確認をしながら、時間内で、質問、答弁を終わらせるようお願いい

たします。件名ごとに、それぞれ的確な質問、答弁をお願いします。また、発言は、挙手を

し、議長の許可を得てから行ってください。 

 それでは、質問順に発言を許可いたします。 

 ７番、加藤泰久議員。 

７  番（加藤 泰久） ７番、加藤泰久です。 

 通告どおり４件について質問をいたします。 

 大勢の方が傍聴に来ておられまして大変緊張しておりますが、張り切って質問をさせてい

ただきます。 

 台風１５号においては、当地方の農作物への被害が大変心配されたところでありますが、

影響もなく安心したところでございます。しかし、千葉県においては、台風被害が大きな被

害に見舞われ、被災されている方の一日も早い復旧、復興を願うところであります。 

 それでは、一般質問に入りまして、保育の無償化について質問をいたします。同僚議員も

同様の質問がありますので、私は財政面について質問をいたします。 

 保育園といいますと、私は22年生まれで戦後間もない時でありましたので、個人の施設保

育園に行っておりましたが、弁当は、母親の布でつくった肩掛けベの肩にかけたズックのか

ばんに麦飯、たくあん２、３切れ、真ん中には梅干しという代表的な日の丸弁当で持ってい

ったことを思い出しております。公立の保育園、村営の保育園ができましたのは、私たちの

次の学年から入園しております。  

 保育の無償化になるということは、隔世の感があります。保護者の負担軽減ということで

大変よいことかと思われますが、国は無償化に伴い、消費増税と地方交付税を充てると言う

が、本当に賄えるかどうか心配であります。今までは、給食費は保育料に含まれておりまし

たが、実際は月5,300円ぐらいかかってると言われますが、今後は副食費として月3,000円の

徴収をするということでありますが、この差額分についてはどのぐらいになるか、村長に質

問いたします。  

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 
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村  長（唐木 一直） ７番、加藤泰久議員の質問にお答えを申し上げます。 

 保育の無料化に伴う副食費の差額等々の御質問であります。 

 御承知のとおり、今年の10月から幼児教育・保育の無償化が始まってまいります。これ、

本当に大転換かなと言うふうに思っておるところであります。３歳以上児を対象に保育料が

無償化となりますが、一方、３歳児以上につきましては年収が360万円未満相当の世帯や第

３子以降の子供を除き、副食費を負担をしていただくというふうに考えております。 

 年収360万円未満相当というのは、これは法律で決まっておることでありますし、第３子

以降の捉え方といたしましては、それぞれ市町村によってまちまちであります。本村の場合

は、３番目の子供ということで、上が何歳になろうとも３番目は３番目という、そういう取

り扱いで行っておるところであります。 

 副食費の食材につきましては、今までは御指摘のとおり保育料の中で負担をしていただい

たということでありますけれども、本村の場合は１人１カ月で5,300円ほどかかっておるわ

けであります。国の基準額は4,500円ということでありますけれども、本村は5,300円であり

ます。 

 無償化に伴いまして、保護者に負担していただく副食費は、１人１カ月3,000円と定めた

ところであります。これ、子ども・子育て審議会の議論を経まして3,000円と定めさせてい

ただきました。上伊那全市町村3,000円ということになったわけであります。 

 免除対象者を除きますと、約400人に負担をしていただくということになります。このた

め、今年度につきましては10月から３月までの半年間でありますので、６カ月分で720万の

歳入を見込んでおり、今補正予算にも計上させていただいたところであります。 

 先ほど申し上げましたように副食費の食材費は5,300円でありますので、３歳以上児現在

518人であります。現在の人数であります。1,650万円ほどかかることになりますので、その

差は930万円というふうに見込んでおります。半年分であります。来年度以降も同じと仮定

しますと、１年分の差については1,860万円ほどの村の負担ということになります。 

 これは多額な村の負担を村費で賄っていかなければならないという、こういうことであり

ますけれども、子育て支援という立場からしっかりと対応させていただきたいというふうに

考えております。ただ、この人数につきましては、本村の場合、園児数は増えておりますの

で、この差というのは増加をするということでありますので、最終的には2,000万ぐらいの

負担になるというふうに見込んでおるところであります。 

 以上であります。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員。 

７  番（加藤 泰久） 当村においては、保育園児がこれから増えるというようなことで、

この予算も増加することが予想されます。 

 そうした中で、この国の方針は本年度から始まったものでありますが、内容が非常に不確

実の部分があるわけでございますが、来年度の国の方針の見通しということについては国か

らどのような通達があり、どのようなことが予想されるか、村長に質問いたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 来年度からの見通しという御質問であります。 

 これは全く不透明でございます。保育料の無償化に伴う地方負担分、本年度につきまして

は消費税の引き上げに伴う地方の増収分がわずかというようなことでありますから、国から
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臨時交付金として交付されてまいります。 

 この交付金につきましては、公立保育所分として国では総額819億円が措置されておると

ころであります。所得階層別の児童数等の客観的な仕様に基づき案分して算出した額が、各

市町村に交付されるという、こういうことになっておりますけれども、具体的な金額につき

ましては、現時点では全く示されておりません。来年の３月に各市町村に金額が示されて交

付されることとなります。 この819億円でありますので、この額が村の不足額全額が交付

されるかということ、これはちょっと疑問があるかなというふうに私自身は思っておるとこ

ろでございます。公立保育園の数がちょっとわかりませんので、819億円といいますと、全

市町村で単純に割り返しますと4,700万円程度。これは規模の大小ありますので、本村は規

模が小さいという、こういうことでありますので、単純に割り返しても4,700万円でありま

すので、それ以下という、こういうことも可能性としてはかなり高いわけであります。 

 したがいまして、半年分の保育料が約6,000万ぐらいになりますかね、１億2,000万弱であ

りますので、5,800万円から5,900万円ぐらい、これが減額となってまいりますので、いずれ

にいたしましても副食費をいただいたとしても、これは持ち出しが多くなるかなというふう

に思っておるところであります。 

 令和２年度からどうなるのかというこのことは、今年がわかりませんので全く不透明であ

ります。ただ、国では、地方負担の全額を交付税の基準財政需要額に算入するというふうに

されております。ただ一方では、地方消費税の増収分の全額を基準財政収入額に算入をする

という、こういうことは決まっておるところであります。地方消費税の増収分の全額という

ことであります。通常でいきますと、基準財政収入額というのは収入の75％が算入をされる、

25％が市町村の取り分と言うことになるわけでありますけれども、この増税分につきまして

は全額算入という、こういうことになっております。 

 ここら辺がどうなってくるのかなということでありますけれども、今年度の３歳以上児の

保育料につきましては、10月から来年３月分までの半年分で副食費の収入を見込んだ上で国

の交付金を考慮しない場合は、副食費を含め見込みますと4,200万円ほど減収になってくる

わけであります。 

このことから来年以降も園児数や必要経費は本年度並みのという条件で考えれば、減収は１

年で8,400万円から9,000万円というふうに見込んでおります。最低でもこの分を国からの補

塡がなければ村の負担が増えるという、こういうことになるわけであります。 

 ただ、現状では消費税の２％分がどのぐらい増えるのか、これがまだ不透明でありますし、

また一番私が問題にしているのは、地方交付税で補塡をするということであります。この減

収分の部分がそっくり地方交付税として総額が確保されるのかどうか、これからその点を注

視をしてまいりたいなというふうに思っておりますし、これは全国市長会、全国町村会でも

この辺はしっかりと意見ブッシングをしていく必要があるということで、その動きが強まっ

てくるというふうに思っておるところでございます。 

 総額が増えなければ交付税補塡をされたという、国では言いますけれども、なかなかそれ

は、ほかが減れば総額が増えてこないわけでありますので、各市町村の補塡財源にはならな

いというふうに思っておりますので、この総額確保というこの点にこれから力を注いでいか

なければというふうに思っております。要望も強めていくということでそんな動きもありま

すのでよろしくお願いをしたいというふうに思います。 
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 9,000万円程度ということでありますけれども、これはなかなか難しいなというふうに考

えております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員。 

７  番（加藤 泰久） 国の方針が不透明な中での話で、今年は後期においては補正予算

で対応していくとこでありますが、無償化によって来年度、この国の方針が不透明の中で、

村としては予算編成の時期にも入っておる中で、来年度の必要予算、これをどのように考え

やっていくかというようなことについて質問をいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 保育園の運営につきましては、無償化前も後も同様に行っていか

なくてはならないというふうに考えております。これは当然のことでありますけれども、予

算の必要額といたしましては、大型事業がない今年度の予算ベースでも、人件費を含みます

と５億9,400万円余が必要となっております。約６億という、このことは保育園にかかって

くる通常的な経費でございます。園児数の増加や構成に大きな変化がないと仮定をすれば、

同程度の予算になってくるというふうに考えております。 

 ただ、収入としての保育料の無償化で約6,000万ぐらいの金額となりますし、副食費の分

も当然考えられてくるわけでありますので、先ほど申し上げましたように年額で9,000万円

ぐらいは減額分があるわけでありますので、これがどの程度補塡になってくるかというのは、

これから国のいろんなこれにかかわる施策的なものをしっかり情報収集していく必要がある

というふうに思っておりますけれども、いずれにいたしましても入として見込めるものはど

のぐらいあるのかという、こういうことになってまいります。 

 しかし、それはどうなろうともこの６億程度はかかりますので、しっかりと予算的な措置

はしてまいります。よろしくお願いをいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員。 

７  番（加藤 泰久） 国の方針が定まらない中で来年のわからない質問をしたわけです

が、村長、村の方針というものが聞けたことで、また、よろしくお願いいたします。 

 次に移りまして、高齢者の運転についてということで質問をさせていただきます。 

 最近、高齢者による歩道に乗り上げたり、通行人の中に突っ込んだりというような運転事

故が報道されております。 

 原因としてアクセルとブレーキの踏み間違えと言われておりますが、このように大きく報

道されることによりまして、高齢者だけが事故が多くて危険だと思われがちでございますが、

お手元に資料をお届けしてありますが、高齢者ドライバーの事故は20代より少ないというよ

うな資料であります。 

 このグラフは、警視庁の年代別交通事故発生事故件数であります。これを見ますと、10代

が突出して多く、次いで20代と続いておりますが、30代から70代ぐらいまではほぼ同じ件数

で推移しているとこであります。 

 これは全国でありますので、伊那署管内においてはどのようであるか、伊那署にお聞きし

たところでございますが、平成30年度中の事故件数でありまして、人身事故ということで全

体の事故数としては262件、高齢者事故は、65歳以上の高齢者の事故は109件というように報
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告をしていいただきました。 

 また、当村においては、南箕輪村駐在所管内においての交通事故ということで駐在所にお

尋ねしたところが、全体の事故は37件、65歳以上の高齢者の事故数は14件と教えていただき

ました。 

 しかし、この事故におきましても加害者と被害者が含まれておりますので、高齢になるほ

ど被害者になる数が多いかと、このように推測するとこでございます。 

 それで、当村におけるところの高齢者ドライバーの実情はということで質問いたしますが、

今、自主返納等もありますのでわかるところで結構でございますが、村長にお尋ねいたしま

す。 

議  長（丸山  豊） 答弁もとめます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 高齢者ドライバーの実態の御質問であります。 

 伊那警察署に確認をしたところ、村内に限ったドライバーの人数等のデータにつきまして

はわからないという、とっていないという、こういうことでありますので、このことにつき

ましては全く不明でございます。ただ、伊那署管内ではデータ的には持っておるところであ

りますので、その状況につきまして御報告申し上げます。 

 伊那署管内の高齢者は、高齢者というのは65歳以上であります。運転免許の保有者の人数

でありますけれども、２万358人という、こういうことであります。今年の６月１日現在と

いうことでありますので、伊那署管内の免許保有者のうちの高齢者保有割合というのは

27.8％というふうに捉えておるところでございます。 

 伊那署管内の65歳以上の方につきましては、統計的な数値を差し上げますと、65歳以上で

３万1,900人おりますので、約65歳以上の方のうちの52％の方が免許を保有しているという

こういう状況になっております。２人に１人以上が免許所は所有をしているということでご

ざいます。 

 事故につきましては、加藤議員もお示しをいただいておりますけれども、今年８月前の累

計となりますけれども、伊那署管内で139件中39件、けがをされた方が157人中47人、死亡者

数は３人中１人となっております。 

 これ、いろんな捉え方があろうかというふうに思います。75歳でも若いときと同様に運転

ができる人もいれば、なかなか判断能力や認知機能が低下してくる年代でありますので、そ

ういったことを考えると、衰えていく方もおるわけであります。したがいまして、年齢だけ

を見て一概に高齢者ドライバー危険というこのことは決めつけられないことはもちろんであ

ります。しかし、年齢とともに認知機能などが衰えてくる、このことは自分として認識をし

ていただかなければならないのかなというふうに考えておるところでございます。本人はも

ちろん、家族など周りの人も高齢者ドライバーの運転には注意を払う必要があるというふう

に思っております。 

 これ、いろんな統計といいますか、年齢がありますけれども、一般的に警視庁の交通事故

統計は高齢者65歳以上、これは日本全体の考え方、厚労省の各統計65歳以上になっておりま

す。警視庁のデータ統計では、高齢者運転というのは75歳以上でありますし、高齢者運転の

標識、もみじマークでありますけれど、これが70歳以上ということになっておりまして、ま

ちまちであります。免許更新時の認知機能検査というのは75歳以上から義務づけられておる
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ところであります。したがいまして、人によってまちまちでありますので自分でどう認識を

するかということでありますし、やはり高齢者ということを常に頭に置きながら注意深く運

転をしていくという、このことも必要であろうかというふうに思います。 

 これ、先の交通安全の会議の中で申し上げましたけれども、私も70歳を過ぎまして71歳を

過ぎましたんで、もみじマークというのをつけました。これ、つけた当初は、ちょっと抵抗

感ありましたけれども、なれてくるとあれを見ると、あっ、気をつけて運転しなきゃいけん

なという、こういう気持ちになったことは、これは事実であります。したがいまして、そん

なことも必要かなということを自分の体験から感じたところです。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員。 

７  番（加藤 泰久） 都会と違いまして、公共交通網の発達した都会ですと、車の必要

性というものはそれほど感じないもんでありますが、この地方、村においては車が自分の足、

その延長でありまして、車がなくてはならないというような状況でありますので、農作業、

買い物それぞれの場所に自分の足のように車を運転していってるとこであります。 

 資料の一番下にありますが、高齢者は運転をやめたらということで、要介護可能性が２倍

になるという、こういう９月６日付の朝日新聞の資料でございます。これによりますと、筑

波大学などのチームが愛知県に住む65歳以上の男女約2,800人に協力してもらって、2006年

時点で要介護認定を受けておらず運転をしている人に限り、2010年には改めて尋ねて認知機

能を含めた健康状態を調べ、さらに2016年11月まで追跡調査をした結果ということでありま

す。 

 それによりますと、2010年時点で運転をやめた人は、運転を続けていた人に比べて要介護

となるリスクが2.09倍であるという数値が出たそうであります。交通事故の予防はもちろん

大切でありますが、高齢者に対する安全運転の支援や講習が必要だと書いてあります。 

 この記事から自主返納するだけが最適な方法ではないというように考えて、今、村長も述

べられたように個人差があります。高齢になるにつけて、視力、聴力、体力、集中力が欠け

ることは確かでございますので、その辺を何とかカバーして自分の足の確保にというような

ことを望むところであります。 

 次に移りまして、電動四輪カート、シニアカーの購入に補助をというようなことで質問さ

せていただきます。 

 四輪カートの利用者が多く見かけられるところでありまして、駐在所の説明によりますと、

四輪カートは車両でなく免許もなく乗れるということで、車椅子と同じようなと考えている

と、足が弱くて長く歩くことができない方々が多く利用しております。 

 利用者によりますと、御近所に行くとか、買い物とか、医者に行くのに非常に便利で利用

しており、なくてはならない乗り物と言っております。 

 しかし、高額でありまして誰でも買えるというような状態じゃなし、年金生活では大変だ

ということでありますが、購入に少しでも補助があればと思いますが、村長のお考えをお尋

ねいたします。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員、今、２番目の質問のところは意見だけでよろしかった

わけですか。一緒にこれから答弁もらいますか。 

７  番（加藤 泰久） あっ、ぜひ意見とともに村の方針等も一緒にお願いいたします。 
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議  長（丸山  豊） 村長、２番と３番、一緒にお願いいたします。 

村  長（唐木 一直） 講演会や講習会等々の質問からシニアカーへの補助という質問で

あります。 

 前段の中で加藤議員が御指摘ありましたように、都会と地方では全く違うわけであります。

地方では車がなければ生活ができないという、そういう実態もあるわけでありますので、そ

の辺は行政としてしっかりとできることはやっていかなければならないというふうには考え

ております。 

 この施策につきましては、福祉施策でやっていく以外ないというふうに考えております。

現在では、まっくんバスの運行や、あるいは伊那定住自立圏の伊那本線の復活やら、あるい

は福祉移送サービス、これは本村かなり進んでおりまして、買い物だとか医者の部分につき

ましてはかなりこの利用が高まってきております。こういったことをさらに充実をさせてい

くということは必要かというふうに思っております。最低限、買い物と医者このことは確保

していかなければならない足の確保というふうに考えておるところでございます。 

 福祉サービスにつきましては、まさにドア・ツー・ドアということでやっておりますので、

さらにこれを充実させていく必要があるというふうに思っております。 

 講習会等につきましては、当然やっていく必要があります。現在でも地区社協や敬老会等

の高齢者が集まる機会を活用して、そういった話もさせていただいておりますし、村で主催

といいますか、それより連盟が主催のゲートボール大会、マレットゴルフ大会におきまして

も、交通安全マレットゴルフ大会、交通安全ゲートボール大会というようなそんなことで１

年に１回はやっておるところでございます。そういったことを通じながらということで講習

会やっていく必要があるというふうに思っておりますし、これ今もやっておりますけれども、

これからもさらにやってまいります。 

 それから、シニアカーの購入の補助の御質問であります。 

 シニアカーにつきましては、道路交通法では歩行者と扱われておりまして、歩道や路肩な

どを走行し、右側を通行するものであり、車道を運転するという、こういう車ではないわけ

であります。ただ、本村や地方の場合、考えてみた場合には、路肩とか歩道がかなり未整備

といいますか、整備されているところが少ないものですから、なかなか危険を伴う部分もあ

るなというふうには感じておりますけれども、それは個々の判断の中でやっていただければ

というふうに考えております。 

 購入に対する補助というのは、現在のところそういった考えは持っていないところであり

ます。ただ、県内では、それぞれブレーキといいますか、器具を取りつけるこの部分につき

ましては補助を出している団体や市町村も出てまいりました。この辺は今後考えていく必要

があるのかなというふうに思っておるところであります。ブレーキとアクセルとかの踏み間

違えということであります。３万から４万の購入価格でこれに補助対策をしている市町村と

いうのが出てきておりますので、この辺は考えられますけれども、シニアカーにつきまして

は、現在のところ補助は考えていないということでございます。よろしくお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員。 

７  番（加藤 泰久） 今後におきましても、高齢者の手厚い支援をよろしくお願いいた

します。 

 続きまして、経ヶ岳周辺の整備をということで質問をさせていただきます。 
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 地域活性支援事業補助金を活用して活動している経ヶ岳友の会の皆さんが権兵衛峠から経

ヶ岳頂上へのルートの笹刈りをして、間もなく頂上まで全通するというようなところでござ

います。それぞれの皆さんがこのように草刈り機を背負って笹刈りに行って一生懸命やって

と、こういうところであります。 

 このルートは南アルプスが全貌でき、中央アルプス駒ケ岳、その奥にある御嶽山が見え、

北アルプスの槍ヶ岳が見えるというようなすばらしいロケーションのルートであります。ド

ウダンツツジやアヤメやササユリ、ほかに高山植物も大変あり、大変楽しめるルートであり

ます。 

 私も35年かもっと前だと思いますが、中央アルプス完全縦走を志しまして、友達と経ヶ岳

頂上から権兵衛峠をおりて、駒ケ岳、南駒というような縦走路を経験したことがありました

が、そのときには経ヶ岳から権兵衛へ通じる道というか、歩ける道があったように記憶して

おります。人が歩けば道ができ、人が歩かなくなれば道がなくなると言われますが、全く実

感したところであります。また、そこにたどり着くまでの権兵衛峠の旧道も荒れて、自動車

が途中に出たりしておる。また、米の道は伊那との関係もありますけども、その辺も今整備

が必要な部分がたくさんあります。 

 そこで、権兵衛峠から経ヶ岳ルート復活に整備、管理、維持に継続的な予算づけをという

ことで質問をいたします。 

 村長のお考えをお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 経ヶ岳登山ルートの権兵衛からのルートの復活に予算づけをとい

う話でございます。 

 経ヶ岳友の会の皆さんが中心となりまして、９月開通をという、今現在行っており、復活

開通させたという、こういうふうに伺っておるところでございます。本当にこの山の愛好者

のボランティア活動から村の新たな観光支援が復活されるということは感謝をしておるとこ

ろでありますし、この経ヶ岳友の会の皆様方には、経ヶ岳バーティカルリミットにもかなり

の御協力をいただいております。そんな点も感謝をしておるところであります。 

 現在まで経ヶ岳の登山ルートとしては、大泉所ダムルート、中尾ルート、仲仙寺ルートの

３つということになっておりますけれども、これでこのルートが復活ということになれば、

４つのルートということであります。米の道、権兵衛峠と組み合わせてということでありま

すので、この辺につきましては、また予算づけ等、その状況を見ながら考えてまいりたいな

というふうに考えております。この場で即答というわけにはまいりませんので、活動等々の

状況やら、あるいは経ヶ岳の持つこの要素という、そういったものを含めまして検討してま

いりたいというふうに考えております。よろしくお願いをいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員。 

７  番（加藤 泰久） お手元に資料をお配りされていますが、またその資料を参考にし

て見ていただければと思います。 

 いずれにいたしましても、担当課が建設課であったり、産業課であったりいたしますので、

それぞれのまた基本的に友の会からの要望というようなことで今後ともいろいろとお願いし

ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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 続きまして、大泉所ダム周辺の整備をということで質問をいたしますが、これは私も以前

からお願いしてあるところでありますが、８月に行われましたマウンテンバイク・カヌー教

室というようなイベントのときに私も現地に行ってまいりましたが、カヌー教室には大勢の

家族連れや子供連れの皆さんが二十何組でしたか見えて皆さん楽しくやっておりまして、そ

れぞれの皆さんが非常に水がきれいで、山で緑がいっぱいですばらしい景色だということで

非常に感動しておられました。 

 そして、そのときに諏訪方面の方だと言っておりましたが、50人ほどで音楽イベントや食

事をするということで見えるということで、使用許可を村にも出して、去年も使わせていた

だいたけども、大変好評だということで来ておりましたが、悲しいかな、以前使われた方が

木製パレット等を燃やして、それをくぎが一面に散らばっているというようなことで、これ

はもったいないというようなことも申しておりました。 

 それで、やっぱりあそこを使うには、利用者の心得みたいなことを書く必要があるという

て、早急な看板設置というようなことをお願いしたいところであります。 

 また、その使用許可を申請した時点で、事業終わった後でチェックカードを渡して、それ

を発送していただいて、それを使用された方の使用心得そんな責任を果たしているかどうか

ということをチェックできるような形もとっていただければと思います。 

 それと、経ヶ岳の登山口に設置されております村の公衆便所があるわけでございますが、

あそこは男子便所はともかくとして、女子便所が大変汚れてて、利用者が利用できるという

状態じゃないということで、そこらの管理をどのようにやっていくかとかいうことも今後必

要になるかと思い、また、経ヶ岳登山口というようなことであそこに看板も立っております。

登山者が登山カードを投入するような投入箱というようなことも必要じゃないかと思います

けれども、その辺の周辺整備につきましても、担当課がどこであるかもちょっと両方入りま

じってる部分がりあります。 

 村長、その辺の考えをよろしくお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 大泉所ダム周辺の整備をという御質問でございます。 

 看板の設置につきましては以前も御質問いただいております。まだ、設置がされていない、

このことにつきましては大変申しわけないなというふうに思っておりますけれども、現在は

この見積もりを依頼して近日に業者を決めて看板設置をする予定であります。この看板につ

きましては、ごみの不法投棄等々とあわせまして降雨時の避難、このことも載せるというこ

とで、啓発看板ということで設置をしてまいりますので、よろしくお願いをいたします。 

 今、御指摘のありました届け出るとき、しっかりと説明はしておりますけれども、なかな

か守られていないという、こういうことが実態であります。チェックカードの話もありまし

た。この辺につきましては、また考えてみたいなと、なかなかおもしろいといいますか、こ

ういう提案でございますので、これにつきましては検討をしながら決定をさせていく、その

ことも必要かなというふうに今感じたところであります。 

 登山者カードにつきましては、この辺もしていく必要はあるのかなというふうには思って

おるところであります。 

 看板につきましては、今申し上げましたように近日中といいますか、もうしばらくすれば

設置されてくるということでありますので、よろしくお願いいたします。 



57 

 ただ、大泉所ダムの周辺の整備であります。これ、なかなか今の現段階では難しいという

ことで御理解はいただきたいというふうに思います。費用対効果というこういうことも考え

ていかなければなりませんし、まだまだ本村の場合には先にやらなければならないことも数

多くありますので、その辺を優先をさせていただければというふうに思っておるところでご

ざいます。 

 トイレにつきましては、山のトイレということでなかなかうまくいかないというのが実態

でありますけれども、この辺はしっかりとやっていかなければならないということでありま

すので、よろしくお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 村長、担当課の話はどうでしょうか。 

村  長（唐木 一直） 担当課、産業課長、産業課。河川のほうは建設課になりますけれ

ども、観光面は産業課であります。 

議  長（丸山  豊） よろしいですか。加藤議員。 

７  番（加藤 泰久）  大変美しく残された自然でございますので、それをみんなに上

手に使っていただいて、みんなに愛される場所にしていただきたいと思います。 

 続きまして、道の駅１周年経過の状況はということで質問させていただきます。 

 新聞によりますと、野沢温泉が最近では道の駅としてでき、道の駅が増え続けて、長野県

では北海道、岐阜に次いで全国で３番目に多い道の駅と報道されております。 

 それで、同僚議員も質問されておりますので、私は、また内容についてはその議員にお譲

りいたしますので、時間等の関係もありますのでそのぐらいで質問にしておきたいと思いま

すが、ただ一つだけ、ちょっとお聞きしたいことは、道の駅が24時間無料で利用でき、トイ

レや駐車場や情報発信の地域、連携できる機能が要件とされております。そうした中でプー

ルの東の駐車場、あそこに車中泊禁止というような看板が３枚ほど立てられております。こ

れは、道の駅の趣旨に反するのではないかと、このように思うところであります。 

 しかし、最近では、この地域で大芝にはないと思いますが、長期にわたって車中泊で駐車

場を使っているというようなことも報じられております。しかし、南箕輪においてはそれは

ないかと思うんですが、その車中泊禁止というような看板について、村長に質問いたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 道の駅から１年がたちました。効果が出ておるというふうに感じ

ておるところでございます。これは、また後の方の御質問の中でもお答えをしていきたいと

いうふうに思います。 

 御質問につきましては、車中泊禁止という、こういう看板が出ているということでありま

す。基本的には24時間使用の駐車場であります。そのことはそのとおりでありますけれども、

ただ全国的にマナーの悪さというのが問題となってきておりまして、車中泊を禁止する道の

駅が増えてきております。これは加藤議員御指摘のとおり、本来の目的以外に使われておる

ということであります。 

 大芝につきましても、長期にわたる車中泊。このことも以前はありましたし、これからも、

間々あるそんな実態もあるわけであります。したがいまして、そういったことを考慮する中

でということで御理解をお願いをいたします。 

 トイレの水道を洗濯等本来以外の目的に使っておるとかそういう部分、あるいはごみの放

置、こういったことも問題になってきておりますし、本村の大芝におきましても車中泊はな
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いことはないということでございますので、その辺は御理解をいただければというふうに思

います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員。 

７  番（加藤 泰久） 開駅１年目でそういう車中泊、ほかには見られるということを聞

いておりますが、大芝においては長期または常習的な車中泊というようなことは余り聞いて

おりませんので、もしあったら職員が注意するとかいうことをやっていただいて、あの看板、

車中泊禁止というような看板は大芝高原道の駅のイメージダウンにつながると思いますので、

再考をお願いしたいと思います。 

 終わりに よい格言や心に残るようなポエム、詩が思いつかなかったので、私のひとり言

を述べさせていただきます。 

 議会に活性化についての議論がなされる中で、議会の傍聴者が少ないけれど、どうすれば

より増やすことができるかというようなことが課題となっておりました。４月の選挙におき

まして、候補者は公約や当選後の豊富を訴え、選挙運動をしてまいりました。有権者の支持

により議員となっております。選挙後議員は何を考え、何を訴え、活動してるのかというこ

とを示すには、村長を初め、村政の執行者と50分間対峙して質問や要望をし、村政の状況を

知るには最もよい機会であると思います。支持者や村民に議会の見える化、活性化を知るに

は最適の機会と考えております。議員は多くの村民に議会の傍聴を進める努力をすることを

希望いたしまして、私のひとり言といたします。 

 大勢の皆さん、お忙しい中、傍聴に来ていただきましてまことにありがとうございます。 

 以上をもちまして、私の質問を終わります。 

議  長（丸山  豊） これで、７番、加藤泰久議員の質問は終わります。 

 ただいまから10時まで休憩といたします。 

   休憩 午前  ９時５１分 

   再開 午前 １０時００分 

議  長（丸山  豊） 休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。 

 ６番、都志今朝一議員。 

６  番（都志今朝一） 議席番号６番、都志今朝一です。 

 私は、先に通告いたしました６項目について村長並びに教育長にお伺いいたします。的確

なる答弁をお願いいたします。 

 なお、質問は信濃毎日より引用しております。 

 それでは、１項目めの村の防災対策の１件目、南海トラフ巨大地震直前予知不可能とする

地震学者の結果を受け、村の対策はどのようであるかをお伺いいたします。 

 今年度の防災訓練が９月１日に行われ、多くの村民の皆さんの協力で訓練が実施されまし

た。多くの成果を期待するところであります。 

 去る、５月20日付の報道によると、南海トラフ巨大地震について、事前に発生するところ

や場所、規模を正確に言い当てる直前予知を100回試みても99回程度は失敗すると、日本の

地震学者が考えていることが関西大学教授が行ったアンケートでわかった。 

 アンケートは、日本地震学会の代議員ら138人のうち90人が回答をしております。予知情

報を出すに必要な４段階に基づき、回答をしてもらった。その結果、100回の巨大地震で予
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知を試みたとしても、４段階をクリアして事前に情報を出せるのは５ないし６回、5.8％、

情報が当たるのは５回ないし６回のうち１回程度、19.7％となっております。直前の地震予

知は2011年の東日本大震災などを経て、不可能とする考えが広まっております。 

 政府は南海トラフで巨大地震が起きる危険性を長期的に示す長期評価を行っており、マグ

ニチュード８越えは30年以内に70から80％としております。長野県内では、南海トラフ地震

防災対策推進地域に南信地域全地域と南佐久郡南部２村、木曽郡４町村の計34市町村が指定

されております。南箕輪村も対策推進地域に指定されております。 

 村では、平成24年に南箕輪村地域防災計画を作成し、第２編震災対策編、第５章東海地震

に関する事前対策活動の第２節に、地震予知情報など収集の項目もうたわれております。 

 地震直前予知不可能の結果を受けて、村の対策はどうであるかをお伺いし、質問といたし

ます。 

 答弁をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 答弁求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ２番目の質問である、６番、都志今朝一議員の質問にお答えをい

たします。 

 防災対策の中の１点目の南海トラフ関係の質問でございます。 

 先立っての防災訓練につきましては、関係者含めますと4,000人を超える皆さんの参加を

いただき、実施ができたということであります。25％余が参加してできたということは、そ

れはそれなりに意義があるというふうに考えておりますし、こういった訓練につきましては

常にやっていく、このことが必要かというふうに思っております。まさに継続していく、忘

れないという、こういったことを繰り返していく以外ないというふうに思っておりますので、

この点はそんなことでお願いをいたします。 

 地震の予知の問題であります。 

 これは本当に予知できるどうかということになると、そら不可能だというふうには思いま

す。 

 南海トラフにつきましての情報でありますけれども、今のところ臨時と定例という情報と

して発表されてくるというふうにされております。臨時におきましては、南海トラフ沿いの

大規模なそういった可能性といいますか、相対的に平時と比べて高まったと評価をされた場

合に発表される情報となってくるところでございます。 

 したがいまして、こういった情報をもとに住民への広報も実施をしていかなければなりま

せんし、防災上の重要な施設についても最大限機能を発揮できるように準備もしていかなけ

ればならないという、こういうことであります。 

 このことにつきましては、これはやむを得ないというふうに思っております。しっかりと

準備をしていくというこういうことでありますので、その点は御理解をお願いをいたします。 

 常に臨機応変に対応できるような万全の体制をとっていく、このことが必要でありますけ

れども、なかなかこれは大変なことであります。そのことはそんな御理解もいただきたいと

思いますし。ただ緊張感を持って常にやっていかなければならないという、このことはそう

いうことでやってまいりたいなというふうに思っております。 

 ガイドラインの部分であります。 
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 今後、長野県の地域防災計画の見直しが計画されておりますので、あわませまして南箕輪

村の地域防災計画も見直してまいります。そんな点はよろしくお願いをしたいと思います 

 災害というのはいつ発生するかわからないという、この面もあるわけでありますので、常

に万全の体制というわけにはいかない面もありますけれども、そうはいっても、災害が発生

することを想定をしながら、常日ごろの行動をしていくこのことも重要でありますので、そ

んな点は常に職員に話もしておるところであります。住民の皆さんに危機感を持って対応し

ていただくという、このことがどのぐらいできることかなということは、これはちょっと難

しいなというふうに思っております。毎日毎日危機感を持って生活するというわけにはまい

りませんので、できるだけそういった予知ができないということでありますけれども、そう

いった事前の、そういった臨時な情報というこういう部分もあるわけでありますので、それ

らに対応していきたいというふうに思っております。 

 そのほかの災害につきましては、台風でありますとか、集中豪雨でありますとか、今の技

術からすればかなりの確率で地震以外は当たるわけでありますので、そういった面はしっか

りと対応をさせていただきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 都志議員。 

６  番（都志今朝一） いつ起きるかわからない災害に対して、かけがえのない村民の生

命、身体及び財産を守るため、総合的な対策をお願いし、２件目の避難指定場所の断水時対

応トイレの対策についてをお伺いいたします。 

 文部科学省が行った防災機能調査によると、長野県内で断水時に使用可能なトイレを備え

る学校は全体の48％で、全国平均を10ポイント下回った。また、停電時に電力を確保できる

学校は60％で、全国平均より１ポイント低かった。県内避難場所に指定されている小中学校、

高校、特別支援学校は573校、このうち断水時でも使えるトイレがあるのは277校、非常用発

電機などで電力を確保できるのは341校であった。 

 文科省は、災害対応トイレや自家発電設備の導入に使える補助金なども活用し、早期の整

備を自治体に促すとしている。断水時対応のトイレに対しての村の対策はどうであるかをお

伺いし、質問といたします。 

 答弁をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 断水時のトイレ対応であります。 

 まず、学校関係の御質問がありましたけれども、小中学校ともに断水時の対応トイレとし

てのマンホールトイレや簡易トイレの対策というのは整備はされていないという状況であり

ます。 

 現状ではトイレ設備の使用が可能であれば、受水槽やプールの水等を利用しまして、トイ

レに流す水を確保することにより対応は可能であるというふうに考えております。受水槽は

高いところにありますので、水を流すという、そのことはできるところであります。 

 トイレが使えない場合、これは簡易トイレが必要であります。これは補助金等の活用を含

めて整備を検討していかなければならないというふうには考えておるところであります。 

 マンホールトイレにつきましては、今後の配備のあり方等につきまして、他の指定避難所

への整備を含めてどのようにしていくのかといったことから検討をしていかなければならな
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いというふうには思っておるところであります。 

 学校以外の指定避難所におけるトイレの対策につきましては、各地区の自主防災会に簡易

トイレを配備しておりますけれども、数が足りるかどうかというのは、これ大規模災害にな

れば当然足りないという、こういうことになります。協定の事業所等もありますので、仮設

トイレ等々の設置については、そういった対応もとれるのではないかなというふうには考え

ておりますけれど、災害の規模によりまして、これはかなり変わってまいりますので、その

点はそんな御理解もお願いをしたいというふうに思います。 

 本当に大規模災害になればどうするかという、このことにつきましては、南箕輪村だけが

大規模災害が起きるという、この可能性というのはないわけでありますので、かなり周辺も

被害が出るという。協定事業所等もかなりあるわけでありますけれども、そこだけで足りる

のかどうかという、そんな状況もあるわけであります。そういったことを含めてどうしてい

くのかということも検討をしていく必要があるというふうに思っておるところでございます。 

 ただ、南箕輪村につきましては、そら田舎でありますので、緊急時にはどういう対応でも

可能かなというふうには考えておるところであります。その辺は、そういった考えかたも持

っておるということはお願いをしたいなというふうに思っておるところでありますけれども、

本当に大規模災害になったときにどうするかということを含めて、いつも検討はしておりま

すけれども、なかなか答えが出ないというのが実態であります。ただ、必要な設備、このこ

とは順次整備をさせていただいておるところでありますのでよろしくお願いをいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 都志議員。 

６  番（都志今朝一） 災害時、避難所でのトイレ問題も大きな課題の一つです。予算も

必要となりますが、対策をお願いして、続いて２項目めの松くい虫対策についてをお伺いい

たします。 

 なお、２件目の質問で、30年度を31年度に変更をお願いいたします。 

 それでは、上伊那では平成７年に中川村で初めて被害が発生して以来北上を続けており、

岡谷市でも４件目の松くい虫被害が確認された。被害が発生した場所は標高920メートル付

近であり、800メートルを超えている。村では、平成22年に田畑で松くい虫の被害が初めて

確認されて以来、その後、全村に被害が広がった。 

 大芝高原の被害状況については、全員協議会での報告もあり、今年に入り、みんなの森の

アカマツ10本にマツ枯れ被害木が発生、長野県に検体を依頼し、陽性反応が確認されました。

そのうちの１本は薬剤樹幹注入済みの１本も含んでおり、今後に不安が残る。 

 また、みんなの森に隣接する信州伊那国際ゴルフ場内での枯損木の本数もコース全体で

300本を超えるマツ枯れ被害が発生している。 

 大芝高原のアカマツ林は以前より１万3,000本のアカマツのうち約2,300本に６年輪番で樹

幹注入を実施して、平成30年度も樹幹注入を613本に注入を実施している。 

 大芝高原道の駅が開駅し１年が過ぎ、道の駅への集客も増えてきております。被害木につ

いては即急の駆除の実施が必要と思われます。全員協議会以降の公園内のマツ枯れの状況は

どうであるかをお伺いし、質問といたします。 

 答弁をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 
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村  長（唐木 一直） 松くい虫の問題の御質問であります。 

 御指摘のとおり、平成22年に初めて本村に松くい虫被害が出てから被害が拡大しておりま

す。そのことは憂慮すべきことでありますけれども、防ぎようがないというのが実態でござ

います。 

 ８月末日までの大芝公園内のマツ枯れでありますけれども、枯損木約100本であります。

77本は処理をしたところであります。このうちの17本の枯損木について松くい虫の検体調査

を実施をし、４本につきまして松くい虫被害であるということが確認されました。この中に

は、薬剤の樹幹注入を実施していた木も含まれておるところであります。 

 ただ、現状で申しますと樹幹注入をした木も松くい虫発生しておりますけれども、割合で

いきますとやはりしてない木の方が圧倒的に多いということでありますので、一定の効果は

あるのかなと、完全ということでありませんけれどもそんなふうに捉えておるところでござ

います。 

 これからさらにまた大芝のマツ被害が広がってくるというふうに思いますので、どうして

いくのかというこのことを早急に今検討もしておりますけれども、さらに加速をして検討し

ていかなければならないというふうに考えております。ただ、防ぎようがないというこのこ

とでありますので、あとはどうそれを処理していくのか、あるいはどう活用していくのか、

そちらのほうに移っていかざるを得ないというふうには思っております。樹種転換も実施し

ておりますけれども、そういったことを含めまして、さらに検討を加速してまいりたいとい

うふうに思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 都志議員。 

６  番（都志今朝一） 松くい虫の被害が広がり始めると防ぎようがなくなります。みん

なの森の中には樹齢100年を超えるアカマツも点在しております。早い時期での利活用の検

討をお願いし、大芝村有林の整備基本計画に基づいての樹種転換も進めていただくことをお

願いし、続いて２件目の31年度の村内のマツ枯れの被害と処理の状況はどのようであるかを

お伺いいたします。 

 松くい虫被害についての質問は以前にも行っております。先ほども述べましたが、平成22

年度に田畑の堤山地区で被害が確認され、神子柴でも被害が確認されました。22年度の被害

量は40立方メートル、23年度は90立方メートルに倍増し、被害場所も24年には久保、中込、

殿村八幡宮などでも被害が確認され、総被害量120立方メートルに増加し、28年度には枯損

木が336本見つかり、被害場所も久保、南殿、田畑、神子柴地区に多く、村内全体で被害が

拡大し、475立方メートルが処理されています。 

 31年度は大芝みんなの森でも被害が確認されています。 

 31年度の村内での被害状況と処理の状況はどのようであるかをお伺いし、質問といたしま

す。 

 答弁をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 今年度の被害木の御質問であります。今年度の被害状況につきま

しては、森林監視員の定期的な見回り、住民の方からの通報等々含めますと、358本の枯損

木が見つかっております。そのうち213本の枯損木の処理を行いました。ただ、昨年処理し
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切れなかった枯損木の本数を合わせますと、約500本以上の被害木を本年度処理をしていか

なければならない状況となっておるところであります。これは、大変な費用もかかるわけで

あります。被害は村内全域に発生をしておりますし、大幅に今御指摘のとおり増えてきてお

ります。 

 したがいまして、大芝公園内の枯損木の処理等を優先して行っておるところであります。

村内全枯損木の伐倒駆除が困難な状況となってきておるところでありますので、これからは

年々増加してくることも予想しながら、全てに対応できないというのが村側の考え方でござ

います。大芝村有林はもちろん優先的にやってまいりますけれども、村有林内から２キロメ

ートル以内、このところを優先的にやる、さらには通行の安全を確保するための道路沿いや

人家に面したところ、これも優先的にやっていきたいというふうに考えておるところでござ

います。あとは、処理をし切れないというのが実態でございます。マツ枯れの先進地はもう

何もしていないというのが実態でございますので、そんなふうになるのかなという危惧はあ

るところでございます。 

 また、久保から南原地域の１林班から４林班の民有林につきましては、村の森林経営計画

の森林整備とあわせまして、林業の事業体と連携や情報共有を図りながら枯損木の施業を進

めていく考え方であります。 

 アカマツにつきましては、これからは保全と有効活用このことでやっていかざるを得ない

というふうに考えておるところであります。樹種転換を含めましてそういった考え方でやっ

てまいります。 

 ほかの議員さんからも一般質問出ておりますけれども、樹幹注入をするときに村内全12地

区で懇談会を開催をさせていただきました。さまざまな御意見をいただきました。それの意

見を踏まえまして樹幹注入に踏み切ったところでございます。 

 ただ、今そのときの状況とかなり状況は変わってきておりますので、また考え方を新たに

しなければというふうに思っておるところでございます。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 都志議員。 

６  番（都志今朝一） 松くい虫による被害が全村に拡大し、伐倒駆除も追いつかない状

況になっていると思われます。森林病害虫など監視員による巡視を実施していただき、被害

の早い発見をし、被害が拡大しないよう対策をお願いし、大切な財産でもある大芝高原のア

カマツ林を守ってもらう対応をお願いし、３項目めの豚コレラ対策、豚コレラ感染、村の対

応についてをお伺いいたします。 

 野生イノシシへの豚コレラ感染が県内で初めて確認されてから２カ月、木曽郡木曽町で初

確認された７月13日以降、調査対象区域も中南信の27市町村となっている。今年２月には、

愛知県の養豚場から仕入れた豚が原因で宮田村の養豚場でも豚コレラが発生、７月13日以降、

野生イノシシへの感染が拡大しており、県内の野生イノシシの感染は松本市まで北上してい

る。県は８月27日、伊那市と南箕輪村で捕獲したイノシシでもウイルスを確認している。豚

コレラは、昨年９月９日岐阜市の養豚場で発生、国内では26年ぶりの発生である。県は９月

５日、野生イノシシ２頭の豚コレラの感染を新たに確認し、３日には松本市で死んだ状態で

見つかった１頭と、同日木曽郡木曽町で捕獲した１頭、県内での感染を確認したイノシシは、

５日時点で計102頭となった。村も調査対象区域に指定されています。村には、監視対象農
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場もなく、地域も奥地林が対象となっていると思われますが、イノシシへの感染が拡大し、

終息が見えません。 

 村としての対策はどのようであるかをお伺いし、質問といたします。 

 答弁をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 豚コレラの御質問であります。 

 豚コレラにつきましては、つい最近では県の畜産試験場でも発生をして、全頭殺処分とな

ったところであります。拡大がとまらないというのが実態でございますし、昨年の９月に日

本では26年ぶりであります岐阜県の養豚場で発生した豚コレラ、現在７府県に拡大し、13万

頭を超える豚が殺処分されているというのが現状であります。今年の２月には宮田村で発生

をいたしました。2,500頭余りの豚が殺処分されました。この作業につきましては、本村の

職員も応援に出たところであります。本当に大変な作業であったということでございます。 

 豚コレラの感染源、野生イノシシが挙げられております。県はこの野生イノシシの豚コレ

ラ感染の調査を始めました。村内におきましても、わらでかぶされたイノシシ等の感染の検

査が行われたところでございます。県での発表でありますけれども、318頭中109頭から陽性

反応が出ております。その中には、当然村で捕獲されたイノシシも含まれておる、こういう

ことであります。半径10キロ以内がという話もありましたけれども、伊那市の養豚場が監視

対象農場に指定されたところであります。たまたま本村には養豚場はないということであり

ますので、これといった対策はしていないところでございます。仮に伊那市でということに

なれば、さまざまな協力もしていかなければならないというこういうことであります。本村

は養豚場がないということ、豚がいないということでありますので、これ特別な対策がない

というふうに考えておるところでございます。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 都志議員。 

６  番（都志今朝一） 豚コレラ対策は11府県にわたっており、農林水産省が対策をまと

め、９月下旬をめどにワクチンベルトを構築する。ワクチンベルトは、県内を縦断する形で

構築するよう国と調整をしております。県内では３万個以上を散布する予定であります。村

での対策には限界もあると思われます。一刻も早い終息を願うところであります。 

 続いて、４項目めのこども館の運営で、今年の夏休み中の対応はどのようであったかをお

伺いいたします。 

 こども館が平成29年７月開館以来３年目であります。利用者の累計は、延べ今年８月末で

７万366人の利用であります。３回目の夏休みを迎えました。小学生向け小学生夏休みイベ

ントは７月29日から８月22日まで16回にわたりイベントが行われております。 

 また、中学生向けには、中２学習支援講座が８日間開催され、中学３年生には、夏もやり

ます学習支援を全12日間開催し、その他の開催ではまっくん体験広場、南小・南部小学校合

同で３回のイベントも開催があり、７月の利用者が3,499人、８月が3,156人で夏休み中も多

くの児童、生徒の活用があり、こども館の役割である児童、生徒の健全育成の支援の輪が大

きくなっていると思われます。夏休み中は児童が多過ぎ、小学校３、４年については、小学

校の旧放課後児童クラブの教室での対応となったようであります。 

 それでは、お伺いいたします。 
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 夏休み中、こども館小学校利用での問題点などがあればお伺いし、質問といたします。 

 答弁をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） こども館の夏休み中の対応であります。 

 御指摘のとおり、夏休みにつきましては、こども館、さまざまな事業を実施をいたしまし

て、大変にぎわったところでございます。イベントにつきましては、数といたしましては17

回、１回当たり平均で30人ほどの児童が参加をされておるという、こういう実態でございま

す。 

 中学生につきましては、２、３年生を対象に学習支援を実施したところであります。中学

２年生が８日間、中学３年生が12日間という学習支援を実施をいたしました。 

 また、８月３日にはこども館祭りを開催をいたしまして、中学校の吹奏楽部の演奏等々、

小さなお子さんから保護者まで楽しめる企画の中で340人ほどの参加があったところでござ

います。 

 こういったことを考えると、夏休み中児童館的な役割をかなり果たしてきているなという

ふうには思っておるところでございます。 

 問題点という話がありました。 

 １点目は何といいましても南箕輪小学校エリアにありますので、南部小学校エリアをどう

してくのかという、これはこども館から遠くでありますので、このことが一番の課題であり

ます。 

 したがいまして、交通手段これから考えていかなければならないという、こういうことに

なろうかというふうに思っておるところであります。ただ、毎日バス利用というわけにはま

いりませんので、比較的大きな行事のあるときはこういったことも考えていく必要があると

いうふうに思っておるところであります。 

 それと、夏休み中は大勢の皆さんで利用されますので、ほかの児童クラブの分につきまし

ては、小学校３、４年生は小学校の前の施設、これ改修をしてありますけれども利用してい

ただくなどの対応をしてきたところでございます。 

 そんなことで、いろんな施設を組み合わせながらやっていくというのが今の実態でありま

す。これはもうやむを得ないというふうに考えておりますし、まだまだ児童数がどうなって

いくのかという、このことも見きわめなければなりません。 

 ただ、小学校の全体的な数というのは今後余り増えていかないというのが予想というふう

に出ておりますので、この何年かをしのいでいけば落ちついてくるのかなという、そんな予

想もできるところでございます。そういった中での課題というのもあるわけでありますので、

それをどうクリアをしていくのか、この辺はしっかりと対応していきたいというふうに考え

ております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 都志議員。 

６  番（都志今朝一） これからも保護者の就労などにより、こども館の重要性が求めら

れると思います。これからも集団生活の中での自主性、創造性を養えるこども館を目指すこ

とを期待して、５項目めの学校行事への対応で、県教育委員会調査による運動会開催時間速

報値に対しての対応についてをお伺いいたします。 
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 今年は、南部小の運動会が14日に開催され、南小の運動会が21日に開催されます。 

 報道によると、県教委は昨年の残暑などを受け、初めて運動会の開催時間に関した調査を

実施、県内公立小学校360校のうち、99校28％が今年の運動会を半日開催とすることがわか

った。時間短縮は授業時間確保や熱中症予防などのためにとしている。綱引きやリレーなど

の定番種目などを廃止する学校もある。練習や準備のために授業時間を削らなくても済み、

教員の働き改善にもつながるとし、半日開催の利点を挙げている学校も多い。 

 また一方、午後まで開催予定の学校では、行事で子供を育てる信州の文化を大切にしたい。

運営を含めて児童の出番は多く、縦のつながりや責任感を学ぶ絶好の機会と考える。 

 このように賛否両論がある中を受けて、開催時間速報値に対して、村教育委員会の対応は

どうであるかをお伺いし、質問といたします。 

 答弁をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 議席番号６番、都志今朝一議員の御質問、県教委の調査による

運動会開催時間速報値に対しての対応はという御質問でございます。 

 調査は、今年度学校体育スポーツ研究教員会参加申込書及び体育に関する調査ということ

で、大きな調査の中の項目で入れ込んだ、それへの回答というふうに受けとめております。 

 村教委としての受けとめなんですけれども、運動会は年間の中でも本当に大きな行事であ

り、行事を通して子供が育っていくということをうんと大事に考えております。調査におい

て、南小、南部小とも実施時間は14時ごろまで、お昼をまたいで午後までということで回答

しております、教育委員会としても了解をしておるところでございますが、今、春に運動会

をやるところが郡内でも多くなってきています。本村は秋にということで、他行事との絡み

もあるわけでございますので、そこに位置づけております。今年は特に５月の連休明け非常

に暑いという状況の中での、あえて秋から春に思っていたところが猛暑の中という、そうい

う状況になったのかなというふうに受けとめておるところであります。 

 村の中で暑さ対策の関係ですが、南部小では保育園との交流運動会ということで位置づけ

ながらですが、今まで開会式から参加していた保育園児の皆さん、参加種目のみの参加とし

て熱中症対策、それから負担軽減ということも含めた計画として、今お話されたように14日

に実施いたしました。来入児の幼稚園、保育園の子供さんたちが40名余の参加をいただきな

がら３種目参加、休憩も全体の中で20分という、ゆったりした休憩時間をとりながらで配慮

がなされていたなというふうに思っています。 

 種目の内容なんですが、特に暑さ対策のために云々というところではなくて、先生方が子

供たちの力を発揮できる、そういう種目を考えながら実施してきており、また、ここの南小

もその予定でおります。南部小では組体操などなど子供たち本当にすばらしい活躍、胸を打

たれて帰ってまいりました。 

 運動会に限らず、中学校でも若竹祭がこれから行われるわけですが、子供たち、児童、生

徒の体調管理に十分注意しながら、水筒を持参したり、今クールビズも実施したりしてるわ

けですけれども、テント設営、適切な休憩、休息等々の配慮、またＷＢＧＴ等も参考にしな

がら子供たちが最大の力を発揮できる、そんな状況を整えていきたいというふうに学校も考

えております。よろしくお願いいたします 
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議  長（丸山  豊） 都志議員。 

６  番（都志今朝一） 運動会の主人公は子供たちであり、熱中症対策も必須であります。

運動会を通して連帯感や学年を超えた学びや体験も大切であると思われます。最善の検討を

お願いし、６項目めの学校生活再開後の変化、新学期子供の異変などに対する対策について

をお伺いいたします。 

 ８月21日報道によると「学校つらい？相談してね、夏休みがもうすぐ終わるみんなへ、県

内の窓口で悩み聞くよ」の掲載の記事がありました。夏休みも終わりに近づき、学校生活の

再開を前に不安定になる子供が増える。子供の電話相談に応じている県内の４団体でつくる

県チャイルドライン推進協議会は、ふだんから恋愛や進路、友達関係などの悩みを聞いてい

るが、夏休み前後は学校に行きたくないといった相談が増える。過去の相談には、夏休み明

けに朝食を食べられず、登校を渋る例、１日、２日は学校に行っても、途中で具合が悪くな

って保健室にいったり、早退したりで不登校になった例もある。頭痛や腹痛を訴えたり、登

校を渋ったり、宿題を投げ出していたりといった何げない限界のサインを怠けやわがままと

見ないことが大切だと訴えている。 

 新学期が始まって間もなく１カ月がたとうとしています。南小、南部小の児童、中学生徒

の学生生活再開後、変化と異変に対しての対策はどうであるかをお伺いし、質問といたしま

す。 

 答弁をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） お願いします。新学期、子供の異変等に対する対策は、につい

てお答えいたします。 

 ９月３日付の新聞でございますが、各地の小中学校が新学期を迎えた２日、東京都や愛知

県などで自殺を図ったと見られる中学生が相次いで搬送され、１人が死亡というそういう心

を痛める記事がありました。中学の自殺は夏休み中や夏休み明けに増える傾向があります。

過去の中学生の自殺者数のデータでは、８月次いで３月に自殺者数が多い状況、これも記事

に載ってることでございますが、本村の新学期、子供の様子等について、まずお答えしたい

と思っています。 

 議会の村長の冒頭の挨拶にもありましたが、３校、小中学校ともスムーズに２学期がスタ

ートし、現時点も先ほど申し上げた運動会、それから若竹祭に向けて取り組んでおるという

ふうに考えております。 

小学校では、特に休み中の関係なんですけれども、新学期を迎えるに当たり考えている

こと、それがうんと大事かなというふうに思っております。子供たち夏休みの生活をどうい

うふうに整えていくか、それが当然新学期にスムーズにつながっていくというふうになるわ

けですけれども、例えば小学校ですが、登校を渋りそうなお子さんへ、休み中担任から声を

かけた。登校に不安を抱える児童の保護者と夏休み前半で支援会議を持って、休み中の過ご

し方や休みの後半での子供さんに有効と思われる過ごし方等について、学校と保護者で相談

を重ねてきている。このことはもう子供さんの情報共有にもなっているというふうに受けと

めております。 

 また、２学期初日は子供が楽しみにできそうな活動を各クラスで行うということ、休み明

けの持ち物を少なくするような配慮、こんなことも子供たちに伝えてきてるということ。 
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 それから、学期の始まりなんですけれども、子供たちの様子を担任の先生がしっかり受け

とめ、全職員で共通理解を図っていくという、ここがうんと大事かなというふうに思ってお

ります。情報交換、共通認識、そして必要があれば子供たちへのアプローチを保護者と一緒

に重ねていくということです。 

 また、中学校ですが、夏休み中ですが、休みがちな生徒のいる家庭に担任が連絡を入れる、

あるいは状況によっては家庭訪問しているということ。 

 それから宿題が終わっていないために登校を渋るケースも、これは休み明けになりますけ

れども、終わってない生徒に対しては、２学期が始まってから放課後時間をとって宿題に取

り組ませることを休み中に伝えたり、あるいは休み明けに実際にそこの取り組みをしている、

そういう担任もおられます。 

 ２学期スタートする状況の中で小中学校とも言えることなんですが、子供たちの様子をし

っかり見て、必要があれば家庭と連絡、連携をとる、必要があれば関係機関と連絡、連携を

とる、そこがうんと大事かなというふうに思っております。特に中学校では、服装の乱れと

いいましょうかね、子供たちの表情、挨拶の様子も含めたそのあたりも、生徒指導面でも大

事にしているそんな状況がございます。 

 学校の中は担任１人が抱えるということではなくて、先ほど申し上げましたように全職員、

あるいは学年職員、あるいは看護職員ということで、情報共有しながらチームで対応、これ

をうんと大事にしているというふうに考えております。 

 以上でございます。 

議  長（丸山  豊） 都志議員。 

６  番（都志今朝一） 子供の出すサインを見逃さないようにお願いし、私はひとり言を

用意をしておりませんので、以上をもちまして、私の質問を終わらせていただきます。 

議  長（丸山  豊） これで、６番、都志今朝一議員の質問は終わります。 

 ただいまから11時５分まで休憩といたします。 

   休憩 午前１０時４７分 

   再開 午前１１時０５分 

議  長（丸山  豊） 休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。 

 議席番号８番、小坂泰夫議員。 

８  番（小坂 泰夫） ８番、小坂泰夫です。 

 時代は令和に入って、早４カ月半、日本人の感覚としては、既に令和の響き、新元号の言

葉に違和感はもう感じなくなっているように思います。 

 今回、私は平成と呼ばれる恐らく最後の決算審議のこの９月議会を機に、大きくは平成の

30年間、そして主には平成のおよそ半分に当たる長期政権、唐木村政を振り返りながら、今

後の南箕輪村を展望してみたいと思います。 

 皆さんには、私の提示した資料のグラフを、またケーブルテレビや動画をごらんいただく

村民、視聴者の皆様には、できるならグラフと合わせてごらんいただくことで質問、答弁が

よりわかりやすくなればと思います。 

 事前通告の１項目め、村職員数、保育所の運営、学校教育の加配などについて。 

 今回の質問のうち、通常ですと、全て今日この場で私の通告に対する数値の回答を村から

いただくのが本来ですけれど、このグラフ、皆さんにお配りしたこのグラフにその数値が入
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ったもので質問させてもらうことがちょっとわたしの趣旨でしたので、担当の総務課から事

前に数値をいただけたこと、御協力に感謝いたします。その上で１つ目の質問のため、グラ

フをなるべく端的に説明していきます。 

 まず、資料、特に下のほうに年度ごとの主な事業や出来事、これを見ればそのころが思い

出しやすいはずなのですけれど、いかんせんお配りできる資料、コピーの都合上、読みづら

い小さな文字になってしまってること、まずはおわびいたします。 

 初めに資料には上から大きく４種類の折れ線グラフのまとまりがあります。１つ目、村の

人口、下行って一般会計歳入歳出、次が職員給与関係、そして職員数など単位や桁の違う折

れ線グラフを積み重ねました。単位や桁は違いますが、どのグラフもゼロから最高値までの

縦幅、紙面で見える縦幅は同じにとってありますので、傾きぐあい、いわゆる変化率はグラ

フ同士を見比べていただけるようにしてあります。私に都合よく偽造、改ざんはしておりま

せん。 

 では、まず一番上の折れ線グラフにつきまして、これは村の人口の推移です。グラフに見

る限り、昭和の終わり以降、現在まで着実にほぼ同じ傾き増加率で増え続けています。上か

ら２番目の一般会計歳入歳出関係は、まず大きく乱暴な見方をすれば、村の人口増に沿った

ように右肩上がりになっています。ここのグラフを詳しく見るのは、また後ほどに改めたい

と思いますけれど、通告書のこの（１）職員数が少なかったことなどに焦点を当てるため、

その職員数を少なく抑えてきた元凶、原因となる指標としまして、この２番目の歳入歳出の

一番下ちょっと見づらい点線になっております、歳入うち地方交付税とあります。この点線

の地方交付税の、特に平成16年から21年、村長さんのお名前で言わせていただきますと、山

口村政の終わりから唐木村政の特に１期目ごろ、この間の地方交付税が直近の多かった15億、

16億近い額に比べて、一番低いときは８億程度、約半分にまで引き下げられている、この大

分鍋の底というか引き下げられた年がありました。この交付税の減、減らされてることは、

その上の村税が若干増えている、この時期増えているにもかかわらず、結局この歳入歳出で

すね、村の全般歳入歳出の落ち込みがこの平成16年から21年ごろ見られるわけで、これに対

応するためといいますか、職員数、一番折れ線グラフの下、職員数は余り変化が見えにくい

ので傾きという感じはしませんけれど、この平成16年から21年、121人から117人ですかね、

そういった低目の数字、人数に抑え続け、またその上にあります正規職員の給与ですね、昭

和のころから始まってるこの線ですけれど、この線につきましても、その分を額的にも抑え

ております。しかし、結果職員数は減らしてはいるものの、事業量は年度ごとに、また人口

も増えていることに対応するため、この上に正規職員のラインの一番上、右端でいうとＳ＋

Ｒと書いてあります。いわゆる正規と臨時職員の総額、臨時職員の賃金は下のほうに額の推

移を書いてあります。それを正規職員に上乗せすれば、実際にこの村で正規職員や臨時職員

が村民サービスを行うのに必要だった総額が見えてくると思います。結局、これが上の歳入

歳出や人口増に比例していく形、そういうことで臨時職員の数で対処してきたということが

これを見れば明らかになるかと思います。 

 ここにおいて、村長にこの過去の振り返りと、私は、今職員給与、正規、臨時の対応が今

後も続くかと思いますけれど、その今後の見込みやあり方について村長にお答えをお願いし

ます。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 
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 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ８番、小坂泰夫議員の質問にお答えをいたします。 

 平成を振り返ってというこういう御質問であります。特に地方交付税の減額の部分につき

ましても触れられておりました。これはまさに平成の大合併のこの部分がかなり影響してお

るということであります。飴と鞭と言われている部分、交付税がどんどんどんどん減らされ

てきておりました。と同時にそれ以降も小泉内閣の三位一体改革、これがかなり影響してお

るというふうに考えておるところでございます。本当に多いときから５億円もっと、極端に

言えば７億円ぐらいは減らされてしまってきたという、これは実態としてそういう実態があ

ったわけであります。 

 したがいまして、それに対応する行政運営ということもやっていかなければならないとい

う、こういうことに迫られていたところでございます。そういった部分で職員数も職員給与

も増やさず、この当時はそれで村政運営をやってまいったということでございます。これは

歳入の部分からいってやむを得ないというふうに私自身は考えておるところであります。 

 したがいまして、そこにたまたま村長の報酬も載っておりますけれども、平成の12年代と

比べますと、10万の余私自身も報酬減額をさせていただいたという、こういう経過もあるわ

けであります。職員とともに痛みを分かち合いながら、村の財政の健全化に努めてきたとい

うことでございます。そんな点は、そんな御理解もいただきたいなというふうに考えておる

ところでありますし、平成の大合併の部分で村は自立を選択いたしましたので、健全財政を

維持しながら、ずっと自立していくためにはどうしたらいいだろうかという、このことも私

に与えられた大きな使命であるということは前々から申し上げたとおりでございます。そう

いったことを踏まえて大きくこういったことにかじを切ったということであります。これは、

私の考え方というよりも、世の中全体の流れということで御理解いただければというふうに

考えておるところでございます。 

 ただ、その後順次、正規プラス臨時職員の総額が上がってきております。これは保育園が

主に影響しておるこのことが大きいというふうに思いますし、学校関係におきましても、教

育関係の充実、加配といいますか、保育園でいう加配の部分、これも影響しておるというふ

うに考えておるところでございます。このことは、保育園の園児数やいわゆる発達障害傾向

を持つお子さんの増加という、こういったことも影響しているというふうに思っておるとこ

ろでございます。 

 それに加えまして、地方創生事業ということで、かなりの事業量が多くなったということ

で、この部分は当然職員数も増えてきておりますし、臨時職員数でも増えてきておるという、

こういうことでございます。本村の村政運営につきましては、職員関係につきましては、ま

さに臨時職員の皆さんでカバーをしていただいておるというのが実態であります。これはこ

れからの課題として捉えておるところでございます。そのことはそんなことで御理解をいた

だければというふうに思っておるところであります。 

 職員定数につきましても、平成30年度からは160人ということで議会に御理解いただきま

した。また、今議会でも定数の10人増ということで御提案を申し上げております。そうして

いかないといよいよ人手不足等々もありまして、正規で賄う部分を多目にしていかないと、

ということでありますのでよろしくお願いいたします。 

 以上です。 
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議  長（丸山  豊） 小坂議員。 

８  番（小坂 泰夫） 今、私の質問言葉足らずだったところ、村長に平成の大合併、こ

れは世の中では1999年から2010年までと言われてるようなんですけれど、またその前2001年

から2006年までの小泉政権、三位一体改革、聖域なき改革、こういったことがこの地方交付

税の減、これ地方自治体全国どこもだったと思いますけれど、その抑えられて、特に小さな

自治体が存続すら危ぶまれ合併を進められた時代があったわけです。これについては、また

後ほど村長にお尋ねしていきたいと思っております。 

 続きまして、通告にも書きました長期休暇関係であります。 

 折れ線グラフの一番下、平らに見える職員数の変化につきまして、特には数字としまして

その下のほうに④とふってある、ごめんなさい、③、④か、③で総務課のほうからいただき

ました過去10年ぐらいさかのぼってということで、それより前もあったとは思いますけれど、

10年前ぐらいからデータいただきました。年間に育児休暇あるいは健康上の理由等で長い間

休まられた方、私の感覚としては、その正規職員が休むことによって臨時職員をかわりに宛

てがう、そういった必要があるというような感覚でというふうに村側にはお願いしてあった

んですけれど、そういった数字、人数のカウントを下の表に落とし込みました。その人数を

このグラフの破線じゃない平成21年では117とあるところですね、そこに12人休まれると105

人という正規職員の数になるだろうと。だから、この実線の下にある薄い点線これが実際の

正規の職員の数だったということで、恐らく、その大合併の前の時代よりも厳しい職員数で

村側が対応されてきたこともあるんじゃないのかなと見ております。 

 この長期休暇を取られる職員、病休にしましても、また育休、お子さんを産むと、育てる

ということに関してよいことであるわけですから、これを批判したいわけでは全くないんで

すけれど、ただ行政事務を進めていくこの村にとっては、正規職員の数が減ってしまうとい

う現実には本当苦労をされていると思います。この対応の実態についてお尋ねいたします。 

議  長（丸山  豊） 小坂議員、もう一つのぽち、３点目（１）が１問１答ということ

になりますと。 

８  番（小坂 泰夫） ああ、ごめんなさい。じゃあ、合わせて聞きますね、はい、済み

ません。 

議  長（丸山  豊） はい、そういうことでお願いいたします。 

８  番（小坂 泰夫） 済みません、はい、申しわけないです。 

 通告書には、済みません、機構改革などというふうに書きました。と書いたんですけれど、

現在の課ごとの大きさ、抱える業務の幅や係の数、職員数のバランスの違いは、私が申すま

でもなく、大分開きが課ごとに違いが大きいというふうに思います。時代の変化の速さに対

応するため、増え続ける業務に追われる職場、職員も多いのではないでしょうか。 

 課ごとのバランスを整えたり、責任の重さの分散、互いのフォローのため、例えば課長補

佐を置き、次なる管理職を育てたり、職員の意識向上、職場のチームとしての支え合い感を

高めるなど必要かと思いまけれど、村長、いかがでしょう。２点お尋ねします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 長期休暇による不足への対応の実態という話でございます。 

 先ほど申し上げましたけれども、長期休暇、かなりこれを見ると多くなってきております。

この辺の休暇につきましては、育児休養もあるわけでありますけれども、いわゆる病気療養
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というこの分が多かったのかなというふうに考えております。考えるというか実態的には、

いっときかなり、いわゆる心の病と言われる皆さんがかなり多くなった時期がありましたの

で、そういった皆さんも含まれておるというふうに思いますし、その対応につきましては、

大変厳しかったかなというふうには思っておるところであります。 

 そういった反省を踏まえまして、職員定数も増やさせてきていただいておるところであり

ますし、ここ数年は病気療養ということもそうでありますけれども、それ以上に育児休業が

増えてきておるというのが実態となっております。今年度末までの状況でいきますと、14人

というようなことになっております。そのうち庁内が６人、庁外が８人という、本当に喜ば

しい状況かなというふうに思っておるところであります。 

 この欠員の対応というのは、非常勤職員のみではこれからは困難になってくるというふう

に考えておりますので、先ほども申し上げましたけれども、職員定数の改正をお願いしたと

ころでございます。 

 これからはそういった部分、正規職員を徐々に増やしていく、そして同時に長期休暇によ

る職員不足を補っていきたいというふうに思っております。 

 しかし、これは補い切れないという部分もあるわけであります。この点は臨時職員という

ことで考えておるところでございます。 

 今、育児休業につきましては、最長３年という、そういうことになっております。この３

年のうちにまたお子さんができるという、こういう状況も生まれてきておりますので長くな

ります。 

 そういったことを踏まえて職員定数の増をお願いしたところでありますし、専門職も不足

してきておるところであります。特に保健師関係につきましては、これは早急な対応が必要

ということで、来年の４月からの採用に募集ということで加えたところでございます。その

点はそんな状況で、これからは正規職員を増やしながら対応していくということ、その穴埋

めをし切れない部分、これは当然し切れませんので、臨時職員をお願いをしていく。臨時職

員につきましては、また会計年度任用職員という制度に来年の４月から変わってまいります

ので、その中の処遇改善ということも当然していかなければならないというふうに考えてお

るところであります。 

 機構改革の御質問がありました。 

 これは、今までも必要な機構改革は行ってきておるところであります。ただ、課によって

の人数の大小というのは、これはやむを得ないというふうに思っております。これは仕事の

内容等々、どうしても独立して設けなければならないところもあるわけでありますので、そ

れはやむを得ないというふうに考えております。この部分につきましては、必要が生じたと

きに、機構改革は実施していくということで考えておるところであります。 

 最近の機構改革では、子育て支援課を独立させたというようなこと、あるいはこども館の

建設等に伴ってということもありましたけれども、教育委員会との若干のバランスも考えな

がら、そういった課も新設をしてきておるところでありますし、当時の住民福祉課が非常に

大課、大きな課になってしまったということで、健康福祉課と住民環境課に機構改革で分け

たということ。いっときは産業関係も大変な状況もありましたので、産業課も２つの課にし

た時代もありましたけれども、現在は１つの課であります。地方創生が始まってからこの辺

が一番の課題かなというふうに考えておるところであります。 
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 職員に過度な負担がかからないように、それは適正な職員配置という、このこともこれか

らやっていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 小坂議員。 

８  番（小坂 泰夫） 今の機構改革というか、例えば私としては課長補佐という言葉と

いうか、考え方を提言含めて質問したつもりなんですけど、そこら辺は、村長、いかがです

かね、今なかったと思うんですけど、お答えお願いします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 課長補佐の職制の部分であります。 

 これにつきまして、今、本村の場合は課長から係長、係長の中にも統括係長という制度も

設けてあるところでございます。その辺で割り振りができればという思いもあるわけであり

ますけれども、これなかなか難しいというその実態は小坂議員も御承知の部分もあろうかと

思いますけれども、課長補佐制度をとるというのは、本村の場合にはまだまだ難しさがある

なというのは、私自身は感じておりますけれども、統括係長の部分で賄っていければという

思いもあるところであります。しかし、それもなかなか難しい面もあるということ、その点

は御理解もいただきたいというふうに思いますけれども、そうはいっても職制の適正化とい

うこともこれからは必要になってくるだろうというふうに考えておりますので、その辺も含

めて考えさせていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 小坂議員。 

８  番（小坂 泰夫） 今から申し上げること、答弁は要りません。私からのお願いとい

うか、今後考えていただきたいなと思うんですけれど、実際例えば、今日この議場におかれ

ても、課長さん、病欠ということで休まれている実態があります。課ごとの課長さんの負担

の大きさというのは何か大分違うんじゃないのかなという思いもします。 

 また、私、唐木村政、特に議場でこうやって対峙することが多いので、唐木村長はこの村

始まって以来、初めての役場職員出身者ということで、それまでは民間の村長さんしかいな

かったということで、その中での議会、村議への対応は多くが唐木村長の答弁による対応が

多くて、ほかの市町村議会の首長の対応を見ると、もう少し課長クラスが現場の声を議員に

返事しているような場面も多くて、私としては課長を育てる、また課長の下の職員を育てる

ということにおいては、任せていくことも大事だと思います。本当に今の職場、私が平成の

初めの７年間役場にお世話になったんですけれど、その時代に比べても相当事業量も多く、

職員の日々の何ていうんですかね、精神的な追われ方というのは違うように感じますので、

どうかこの村を支える役場という職場を皆さんでまた支え合える感じを高められるように、

唐木村政にぜひ推進のほうをよろしくお願いしたいと思います。 

 次の項目に入ります。 

 （2）保育所の運営、課題につきまして、まずグラフで申し上げますと、先ほどの上から

３番目、職員の給与の動きの中で、村からもらったデータ、一番下になります、臨時職員の

職員給与の中に含まれる最後、一番下ですね、うち臨時保育士（賃金）ということで、例え

ば平成30年直近で見ますと、４億4,500万の臨時職員のうち臨時保育士の賃金は２億5,100万

円ほどという、４億の中に含まれる２億5,000万というわけで、これまた、私はちょっと議



74 

員に与えられている保育士の正規職員の賃金というのがデータでは簡単に手に入れられませ

んので、実際にわからず、ここ正規職員の保育士がどれぐらい財政的にも賄っているかは、

ちょっと数字がグラフ化もできないわけですけれど、少なくとも臨時保育士がこうやって増

やす中で、子供の多い村の対応している村にとって、また今の時代、政府の方針として女性

の就労や今回顕著な保育料の無償化、また村の施策として子育て女性への応援ということで、

働きやすい子育て女性が再就職できるような活動も応援してるわけで、今後も、村からの保

育業務の支出の増加は想像にかたくないと思います。 

 そこで、先ほど本日の１番目の同僚議員の質問に私が聞きたかった項目全て、村長答えて

おられました。村の保育への失念額、保育料としての収入額、また国から充ててもらいたい

交付税等でしょうけれど、そういった年額も村長の答弁にありました。 

 その中で１点、私が気になったことがあります。村にもあらかじめ、今ちょっと伝えてあ

りますけれど、この議場の皆さんにも報告というか、危惧しなきゃいけないことだと思いま

すので申し上げます。質問しますけれど、村長の先ほどの答弁の中に、副食費を村としては

5,300円月当たり見てるんですけれど、国としては１人当たり4,500円月当たりを見ていると

いうのがつい最近までの国からの提示だったと思うんですけれど、８月29日付で幼児保育国

と地方の協議幹事会というのに埼玉県のとある市長さんが出席されて、そこで国が会議の最

後のほうにさらっと4,500円の月当たりの副食費を5,181円だと、算出根拠の数字を変えて会

議で報告というか進めたそうなんですね。村でもその情報をつかんでおりましたら、その点

の審議のほどというか、わかることありましたらお答えいただきたいと思います。要は、差

額681円、国はそれまでの681円を自治体に出すと言っていた財源をまた引き下げると、681

円さらに出しませんよと言ってるようなものだと思います。こういった国の姿勢、この審議

のほどは市長さんの全国への情報発信なんですけれど、国のこういった姿勢、保育料無償化

に対する村の対応というのは本当に今後大変なことが想像つくんですけれど、村の懸念とし

てお答えいただけることをお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 保育園の運営の部分であります。 

 臨時職員で賄われておるというのは、これは本当にそのとおりであります。この無償化に

伴ってという話もありましたけれども、先ほどもお答えいたしましたけど、通常でいくと約

６億円保育園かかるわけであります。これ、なぜこうなってきたかというのは、本村の場合

は園児数は当然増えてきておりますし、それと同時に共働き家庭が非常に増えてきておると

いうことで３歳未満児の数も増えてきておりますし、長時間延ばす御家庭が非常に多くなっ

てきておるということで、その分を賄っていかなければならないという、こんなことで保育

事業費というのは膨らんできておるところでございます。 

 この約６億のうちのどのぐらいの収入かというと、今年度分は、半年間保育料が無料化に

なってまいりますので副食費を加えましても１億1,610万円の収入しかならないわけであり

ますので、かなりのこれは財政負担だなというふうに考えておるところでありますけれども、

しかし、これはこれでやむを得ませんし、しっかりと子育て支援、力を入れていかなければ

ならないというふうに考えております。 

 副食費の問題であります。 
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 情報としては、私も今初めてであります。 

 考え方として、国は4,500円かかりますよという基本線を出してきておるわけであります。

それが実際は、うちも5,300円かかっております。それが五千百何円という、こういう部分

だというふうに思いますけれども、4,500円の部分、これだけまだ余計にかかってるんだか

ら、それだけ余計とりなさいよという、こういうことになるわけであります。考え方として

は、国はそういうことだろうというふうに思います。これは本当にひどい話だなというふう

には思います。これ、何と言ったらいいのか、全く市町村の実態をわかっていないという、

こういうことであります。市町村によって、かなり保育園というのは格差があるわけであり

ますけれども、本村の場合は保育料もかなり低く抑えてきておるところでありますので、そ

の負担というのはかなり増してくるなというふうに思いますけれども、これはこれで村の方

針としてしっかりやっていきたいというふうに思いますけれども、そういった点で見ますと、

本当にひどい考え方だということだけは申し上げておきたいなというふうに思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 小坂議員。ちょっとお待ちください。 

 唐澤課長。 

子育て支援課長（唐澤 孝男） ただいまの小坂議員のお話にありました公定価格の関係で

すけれど、国から県に９月４日付で通知が来ておりました。 

 その中でいきますと、もともとの4,500円というのが、平成30年３月のものを児童数とか

いろいろで算出したのが4,500円ということですけれど、現在は先ほどのとおり5,181円とい

うようなことで差が出てるということです。国のほうで図面、図であらわしてあるものを見

ますと、その約680円、4,500円との差があるわけなんですが、そこを営業管理課さんとかチ

ーム保育課さんの充実ということで、恐らくこれを、私立保育園に対してなんですが、加算

してくるというようなふうに見えます。 

 したがいまして、私立保育園については施設の保護者から徴収するのは4,500円という形

で示されております。 

 細かい内容の説明とかは、ちょっと説明を受けてませんので、ただメールが来ただけの話

になってますので、ちょっとそこら辺の細かいところはわかりません。示された図面を見た

中ではそのような形になるかと思います。私立のことになってくかと思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 小坂議員。 

８  番（小坂 泰夫） 保育料無償化につきましては、またほかの議員さんにもぜひ突き

詰めていっていただきたいと思います。 

 続きまして、通告書の次の面ですね、（３）としまして小中学校への呼び方、ちょっと私

加配というのは正しいのか、間違っていたらごめんなさい、職員賃金の近年の経緯と今後の

見込みということで、先ほど村長からも村として教育、小中学校への支出も大きいんだとい

う話がありましたけれど、近年の経緯、今後の見込みについてお尋ねします。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 小坂泰夫議員、小中学校への加配職員、いわゆる村から村費と

して職員を入れてるという、そういう受けとめをしてます、近年の経緯と今後の見込みとい

うことで、ちょっと早口で行きたいと思います。 
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 加配職員ですが、今申し上げた村費でということで、教室それから子供たちにかかわると

いうことで受けとめさせていただいてます。呼称、言い方は、支援員あるいは学習習慣形成、

あるいは介助員、それから中学校の教員、校内の中間教室、南小ではゆりの木、中学校では

若竹教室、それから心の相談員、それから南部小で行われています外国語支援ということで

含めてお答えしたいと思います。 

 平成26年度ですが、３校で人数は計16名、賃金でございますが、2,995万余、4,000円ぐら

い、その後、27年には17名、28年度には23名、29年度には24名、平成30年度には27名と人数

を増やしてきております。今年度は24名ということで３名減の形をとっています。 

 人数比ですが、26年度と30年度を比べますと約1.7倍という人数を学校のほうに配置して

おります。 

 賃金に関してでございますが、先ほど26年度をお伝えしました、2,995万4,000円余。30年

度には5,414万8,000円余ということで、約1.8倍となっております。 

 先ほど、村長答弁の中にもございましたけれども、教育関係の充実ということで村の村費

としてお力をいただいている状況にございます。 

 今後の見込みについてですが、児童・生徒数が増えれば、支援員等の人数を増やさなけれ

ば、あるいは教職員が多いければというふうには考えておりません。先ほど申し上げました、

本年度は３名減ということで、子供たちの状況によると考えております。適切な配置を心が

けております。はい、よろしくお願いします。 

議  長（丸山  豊） 小坂議員。 

８  番（小坂 泰夫） では、次に大きな項目２番目、南部小エリアの人口世帯増、子供

の増加傾向についてということでお尋ねします。 

 まず、先週土曜日、各小学校運動会ございまして、私は南部小の、保育園と小学校ですね、

保小交流運動会に呼ばれまして、また南箕輪小とは違った改めての環境や広さ、よさを感じ

てきたところです。 

 それで、通告書に書きました、村全体としてはもうじき人口増が高どまり減少に至るとい

う予想もされてるんだと思いますけれど、南部小エリアですね、南部小の環境のよさ、南原

保育園の人気度と、ごめんなさい、その前に書いてましたね、近年の人口、世帯の推移、今

後の見込み、まずそれをお尋ねしつつ、恐らくあっちのエリアは何というんですかね、土地

形状的にも増え続けるんじゃないのかなと。最近の区ごとの人口世帯数の増加、ちょっと私

数値まとめられなかったんですけれど、そこら辺お聞きする中で、今後、南原方面の保育所、

南部小にある意味偏った施設の対応、今までも最近ずっと子供の増加に対する村の対応は続

いていたわけなんですけれど、仮に南箕輪小エリアの子供たちが減ってしまっても、南部小

エリアはよいことかと思います、人数が増え続けることによる施設的な村財政への対応とい

うのは何か懸念されるんじゃないかなということで、人口の推移、見込み、また村の懸念、

お尋ねします。 

議  長（丸山  豊） 一緒でいいですね。答弁お願いします。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 南部小エリア人口増、子供対応というこういうことの質問であり

ます。 

 確かに、本村の場合は、人口は増えておりますけれども、いずれは高どまりの部分という
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のは出てまいります。そういった中で自然増の部分の捉え方と同時に、生まれる出生数かな

り減ってきております。そういった面では、対応は十分可能かなというふうに思っておると

ころであります。 

 人口対比、ちょっと私も、私なりにまとめてみましたけれども、10年と５年でいきますと、

やはり圧倒的に南原が、10年対比で見ますと28.5％の増、５年対比で見ますと14.4％の増と

こういうことになっております。その次に多いのは、何と大泉区であります。これも10年で

対比で20.1％、5年対比でも10.2％と南原に引けをとらない、若干少ないぐらいで推移して

おるというこういうことであります。 

 おかげさまで、おかげさまという言い方は、ちょっと申しわけありませんけれども、南部

小エリアで沢尻地区につきましては、村の増加率よりも沢尻地区の人口増が低くなってきて

おります。神子柴の上段地区も落ちついてきておるという、ほとんど増えていないというの

が実態でありますので、施設的には南部小につきましては、全て２クラス対応でいけるとい

うところまで整備してきておりますので、これは大丈夫でございます。２クラスというのは、

１学級が70人ということでありますので、現在のゼロ歳児から見ましても、今１歳児が44人

でありますし、一番のピークが59人という、これに転入がありましても六十数人ということ

でありますので十分いけるというふうに考えております。10人ぐらいの余裕がありますので

１学年で、対応できるというふうに考えておるところであります。 

 また、保育園につきましても、１歳児の出生数は、若干減少傾向にありますので、この辺

はその状況を見ながら対応もしていかざるを得ないというふうに思っております。保育園は

ちょっと手狭であります。 

 あとは、給食室をどうしていくのか、このことは課題であり、今検討しておるところでご

ざいます。十分対応できるというふうに考えております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 小坂議員。 

８  番（小坂 泰夫） では、大きな３項目め、増え続ける医療費問題ということで、通

告書に村でも国保被保険者１人当たり費用はここ30年間で10倍ほどに膨れ上がっていると書

きました。皆さんにぜひグラフでお見せしたかったんですけれど、コピーの紙面の都合上、

グラフは出せませんでした。私、大きなのでここに用意しまして、そうするとほかの数値の

増え方に比べて、数字で言いますと、昭和59年の段階で１人当たり４万6,000円だった国保

被保険者１人当たり費用が49万円まで、平成28年ですね、49万円、10倍超える膨れ上がり方

をしております。ずっと国保の会計につきましては、近年ずっと村でも各自治体懸念がある

かと思います。全国的にも例えば、健保連の政策提言がありまして、医療費を下げるという

ことで極端に映る面もあろうかと思うんですけれど、そこで挙げられている大きく５つある

政策提言のうちの１つだけ御紹介しますと、花粉症治療薬の保険適用範囲の見直しというこ

とで、これについて花粉症の薬の保険適用を見直したらという提案に対して、日本医師会で

は、「一般用医薬品化したから、医療用医薬品から外すべきではない。軽傷患者を保険適用

から外し、重篤な疾患のみを保険適用とする考え方は経済的弱者の受診抑制、治療が難しい

患者の見逃し、受診を我慢することでの重症化などの懸念がある。国民皆保険の崩壊にもつ

ながりかねない」という声もあったりして、実際に保険のこと、医療のこと、私ちょっと得

意分野ではないので、村としても１つの村の自治体としての対応というのは本当に難しいと
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思いますけれど、村長考える懸念、今後の対応何かありましたらお答えお願いします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 医療費問題であります。 

 これ、大変難しい部分になってきておるところでありますけれども、医療費をいかに抑え

ていくかこのことは、これからも常に課題となってまいりますし、真剣に考えて捉えていか

なければならないというふうに思っております。 

 薬価の話も出ましたけれども、薬価につきましても、数千万円かかる薬も保険適用になっ

てきたというこういう事例もあるわけでありますので、これからさらに増えていくのかなと

いうふうに思っております。 

 医療費が増えるということは危惧をしておりますけれども、国保に限って申し上げますと、

本村の場合には、被保険者の減少というのもありまして、いっとき療養給付費が10％を超え

るような増加率を示していたものが、今ではほとんど横ばいから若干増えておるという、こ

んな程度で推移をこの２年ぐらいしてきておりますので、落ちついてきてるなというふうに

考えておるところでございます。 

 これからは問題は、いわゆる複数の医療機関を受診した場合の重複をいかに防いでいくか、

あるいは健康の部分の健康増進をどう高めていくかという、このことに尽きるというふうに

考えております。時間もありませんので、これはこの程度ということでお願いをいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 小坂議員。 

８  番（小坂 泰夫） 私からも最後の項目、総括です。 

 せっかく資料頑張って作りましたので、村長に、まずこの、皆さんグラフ全体ごらんいた

だいて、村の財政や推移を少し長いスパンで振り返りますと、平成の大合併や小泉構造改革、

景気的には失われた10年や、その前のバブル景気など村にはいかんともしがたい大きなうね

りに翻弄されてきた現実があります。今の時期を過去に鑑みれば、現在の社会保障のための

消費増税という一見避けて通れないかのような政策に、子育てを社会で支えるためには必要

とはいうものの、まるで思いつきか隠れみののように出てきた保育料無償化という聞こえの

よい施策、指示に関して、例えばですけれど、合併問題時、交付税がなくなるとうわさされ

たそういった、何というのか予想外がその後起きてるわけですけれど、そういったことより

も、村や地方自治体財政をおとしめる展開が訪れるような、そんな懸念が私には拭えません。 

 唐木村長の目には、恐らくこの問題に限らず、長く村政を担い、村財政にかかわってきた

経験から見え感じる村の抱える近未来の危機感についてあろうかと思います。何かありまし

たら所感をお聞かせください。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 時間がありませんので端的にお答えをいたします。 

 村の課題等々でありますけれども、健全財政を維持しながらどうやって事業運営をしてい

くのか、そのためには先ほども小坂議員の御指摘にありましたように、庁内における人材育

成、このことも私は必要だというふうに思っております。と同時に、私一番危惧しておりま

すのは、住民の部分というのもかなり大きくなってきておるなというふうに思っております。

この間、平成の大合併時では、自立するか合併するかというこの問題が大きく議論になった

ときに、我々も一生懸命手を出し、汗もかくというこういう機運が高かったわけであります。
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しかし、それを10年余過ぎてみますと、多くの皆さんと言っては失礼でありますけれども、

全てを行政でという、こういう機運もなかなか拭い去れないというところがあるわけであり

ますので、合併後、その後にその仕組みづくりを仕組み切れなかったこの行政、私の責任も

あるのかなというふうには感じておるところでありますけれども、なかなかそこの部分が高

まってこないという、この悩みもあるところであります。 

 したがいまして、私は一定の自己責任、自己管理というのは、これは必要ではないかとい

うふうに考えております。全てを行政でというこの時代はもう終わったというふうに思って

おりますので、どうか多くの住民の皆さんがこの村をどうしていったらいいだろうか、みん

なで支えるというその機運というか、そういったことは必要だというふうに考えておるとこ

ろでございます。そのために村は何をすべきか、これからそういったことに力を入れていか

なければというふうに思っております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 小坂議員。 

８  番（小坂 泰夫） 唐木村政安定しておりますので、それが村の危機感のなさにつな

がって、村が活気づかないようでは困りますので、どうか村全体、村民ともに進めていけた

らと思います。 

 以上で質問を終わります。ありがとうございます。 

議  長（丸山  豊） これで、８番、小坂泰夫議員の質問は終わります。 

 ただいまから午後１時半まで休憩といたします。 

   休憩 午前１１時５５分 

   再開 午後 １時３０分 

議  長（丸山  豊） 休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。 

 ９番、三澤澄子議員。 

９  番（三澤 澄子） ９番、三澤澄子です。 

 一般質問を通告に基づいて、３点させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 最初に令和２年から始まる会計年度任用職員制度について質問をいたします。 

 この間、行財政改革、先ほども小泉行財政改革と言われましたけれども、言われて職員定

数を抑え続けてきた結果、多くの臨時職員によって行政の仕事は支えられてきました。 

 また、専門性や継続性の必要な職種が多く、今回の地方公務員の改正は、自治体のあり方

が根本から問われる問題というふうに考えております。 

 そもそも地方公務員法の大原則は、公務の運営は任期の定めのない常勤職員（正規職員）

を中心とするとなっています。それは、１つとして、公務の中立性の確保、２つとして、職

員の長期育成が基礎にあること、３として、職員の身分保障、安定雇用で職務に奨励させる

ことによる公務の能率性の追求、４として、地方公共団体における企画立案やサービスの質

の向上を担保するということ等が挙げられています。 

 非正規職員の任用は極めて限定的であって、１、特別職・非常勤職員、２、臨時的任用職

員というふうに地方公務員法で限定されています。 

 また、正規職員採用抑制、人員削減が進む中でこの限定的な非正規職員を恒常的な業務に

充ててきた実態があります。先ほどの小坂議員の質問の中でも明らかにされております。 

 そういう中で正規職員と臨時職員の処遇の違いや自治体によっても格差があり、人材の確
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保が困難になる中、会計年度任用職員として統一基準を設け、適正な処遇を確保することに

なったとされております。 

 今議会で正規職員定数を160から170に増やす改正議案が出されているところではあります

けれども、来年度から会計年度任用職員として法整備対象となる職員数をお知らせいただき

たいと思います。 

 法改正による臨時職員の賃金、労働条件等基本的な考え方はどうかをお聞きします。 

 今、１のところ、ずっとお聞きしてるわけでありますけれども、先日出された、全協で出

された資料に基づいて、後半の働き方による問題点については先にお答えいただいた後に質

問をいたしますので、前半だけよろしくお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ９番、三澤澄子議員の質問にお答えをいたします。 

 来年度から始まります会計年度任用職員制度についての基本的な考え方というまずその点

でございます。 

 御承知のとおり、地方公務員法、地方自治法の一部の改正によりまして、令和２年４月１

日から会計年度任用職員制度が始まります。現在、制度改正に向けて準備を進めておるとい

うのが今の村の状況、実態であります。 

 三澤議員御指摘のとおり、村の行政というのは臨時職員で支えられている、このことはそ

う言われても過言ではないというふうに思っております。極めて限定的な部分に限ってとい

う、こういうことの話もありましたけれども、それはいろんな時代の流れの中で、本村の場

合には、保育園の園児数の増加、そして制度として長時間保育やらいろんな関係やらでかな

り臨時職員の数が増えてきておりますし、教育職場においてもそのとおりでございます。そ

ういった時代時代の流れの中で、そういった制度は三澤議員に言わせると、限定的な部分を

かけ離れてるというこういうことだろうというふうに思いますけれども、それはそういった

時代の流れの中でやってきたということでございます。 

 対象職員でありますけれども、来年度の採用人数というのがまだ確定しておりません。９

月１日現在で非常勤職員として長期任用となっている職員数は209人おるところであります。

この職員が対象となってまいります。したがいまして、今制度を詰めておるところでござい

ますので、それが決まり次第募集を行いながら採用していくという、こういうことになって

いく、こういったスケジュールとなっておるところであります。 

 基本的な考え方でありますけれども、待遇改善という部分を含めまして、今いる皆さんの

年間の総収入、これを下回らない範囲でという、このことは大前提となっておるところであ

ります。村でもそういったことはそのとおりにしていきたいというふうに思っておるところ

であります。この中で多くといいますか、今のところはパートタイム任用職員という考え方

を持っておりますので、時間的にも短くなってくるというこういう流れもあるわけでありま

す。そんな基本的な考え方は御理解をいただきたいというふうに思いますし、209人という

数、本当に多いなというふうに私も今回の質問の中で事態というのを認識したところであり

ますけれども、三澤議員の言われるように、この皆さんを全部正規でというわけには、これ

まいりません。これは財政が持ちません。今、150人ぐらいの正規職員やっておるわけであ

りますけれども、その倍の人件費ということになりますと、これはどうにもなりません。事
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業が全くできないという状況、そのことだけは御理解をいただきたいというふうに思います。

そのことも大事でありますけれども、行政といたしましては、住民サービス初め、さまざま

な事業をやっていかなければなりませんので、そういった皆さんに支えられているというこ

とはそのとおりでありますので、そのことを今よりも待遇を悪くならないようによくする方

向で今検討しておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） 基本的なこととして、今、村長から言われたように今までの待遇

が下がることはないということだけは、ただいま確認させていただきました。本当に200人

を超える皆さんということで、今度の改正は本当に根本から地方行政のあり方をもう一回問

い直すという形になるのでないかというふうに思っています。これからそういう方たちがど

のような働き方をされるのかということが少ししっかりと監視していかなきゃいけないなと

いうふうに思っております。 

 ただいまの１の後半でありますけれども、本村を含む上伊那８市町村は12月議会で条例を

整備されるというふうになっておりまして、先日の全員協議会でやった南箕輪の基本方針み

たいなものが示されたところであります。ですので、その中身について最初に通告した時点

ではまだわかっておりませんでしたが、その中身についてどういう問題があるのかというこ

とを少しちょっと詳しくお聞きしたいというふうに思います。 

 県内では、会計年度任用制度になると財源が不足として、職員や住民に説明なく民間委託

にして行政の責任を投げ捨てている自治体も今、数多く見られるようになっています。フル

タイムとパートタイムの職員でありますけれども、今も村長言われましたように、パートタ

イムが主になるというふうに今言われました。この説明では、フルタイムとパートタイムの

職員があるわけですけれども、南箕輪ではパートタイムがということで説明がされました。 

 パートタイムの任用のみになった場合でありますけれども、例えば学校仕様の場合であり

ます。これは、ちょっとうちの村から直接聞いたわけではありませんが、一般的な学校仕様

の働き方として、現在の働き方が制限されることはないかということを心配しております。 

 例えば、図書運営のほかに授業対応、それから時として児童にとって心の居場所になった

り、ＩＣＴ対応も求められる等を現状でフルタイムの仕事しているということが報告されて

います。 

 また、担任を持っている講師の先生や保育士さんも、職員会議や保護者との対応等、時間

がこのパートタイムの任用の中で確保できるかということが心配されております。 

 また、再任用であります。今、お答えいただきましたけれども、募集をかけていくという

ことでありますけれども、多くの皆さんが再任用という形の中で採用されるというふうに認

識はしておりますけれども、これが村の方針としては再任用の回数が２回までとなっており

ます。 

 特別支援の先生でありますが、先ほども小坂議員の質問の中でも出されましたけれども、

継続としての支援がより求められるというふうに思います。 

 期末手当については、国の制度では2.6カ月というふうに今なっております。先日の説明

で現行が２カ月を、現行では割り増し賃金として支給されているために、期末で今度2.2カ

月というふうに支給するというように村はされておりますけれども、今までベースの低い中
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で割り増しでやって支払われていた賃金どおりになると、生活が大変になるという声も聞か

れます。求められているのは2.6カ月ですけれども、本村ではこの期末手当についてはどの

ような見通しを持っておいでになるか、お聞きします。 

 また、休暇についての規定もされているわけであります。フルタイムとやっぱりパートタ

イムでは違いがあるのかないのか、そしてその点についてどのような考え方でこれからやっ

ていかれるのか、その点についてお聞きします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 209人という大勢の臨時職員の上で成り立っている行政でありま

すので、先ほど申し上げましたとおり、基本的には今の現行のいろんな条件、雇用条件を下

回らないということ、これを基本にしておりますので、その点はそんな御理解をお願いをし

たいということと同時に、民間委託の話も出されましたけれども、アウトソーシングという

ことも重要なことでありますけれども、行政にそぐわない部分を私は出していくつもりはご

ざいませんので、その点はそんな認識をいただければというふうに思っております。行政と

いうのはあくまで住民サービスを基本としております。住民の暮らしを守っていく、命を守

っていくそういった考え方の中で私15年やらさせていただきました。その考え方には変わり

がないところでございます。 

 そういった中で職種によっていろんな部分があるというお話もありましたけれども、フル

タイムとパートとの違いでございます。これは勤務時間が根本的に違うということでありま

す。フルタイムが７時間45分、それ未満がパートタイム任用職員ということになりますので、

７時間30分というこのことで考えておるわけでありますので、今までよりも勤務時間は15分

少なくなります。それで、賃金と報酬等につきましては最低部分は保証していくということ

でありますので、勤務時間が短くなるというその部分は労働条件が若干よくなるのかなとい

うふうに考えておるところでございます。 

 それから再任用の問題が出ておりました。再任用していかなければ行政もちませんので、

その辺はそんな御理解をいただきたいなというふうに思います。2回というそういう決まり

はありませんので、再任用でという考え方を持っておるところであります。 

 したがいまして、今現状で働いていただいてる職員につきましては、希望があれば全てと

いう、こういうことで考えておりますし、それは再任用ということでこれからもやっていき

たいというふうに思っておるところでございます。 

 割り増し賃金、本村は出しておりました。これは出していない自治体もあるわけでありま

すけれども、本村は年２カ月分の割り増し賃金ということで、期末手当に当たる部分という

ことで出していたわけであります。ただ制度的にできないものですから割り増し賃金という

方法で出していたということでありますけれども、今度はきちんと出していけるということ

であります。 

 したがいまして、２カ月出してみましたので、議会の全協の折には2.2カ月、2.4カ月、

2.6カ月と３年目でという考え方を持っていたわけでありますけれども、ただそれはそのと

きの考え方でありまして、今のこの人手不足の中でそれでいいのかというそういう問題もあ

りますので、2.6カ月最初から出していく部分というのも考え方の中にはあるわけでありま

すので、最終的には、また私の段階で判断をさせていただきたいというふうに思っておりま

す。 
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 今、本当にこの現状におきましても臨時職員は取り合いになっております。各市町村間で

の取り合いであります。そういった中で賃金につきましても、時間当たりの部分あるいは１

日当たりの部分、それも南箕輪村の場合には、ほかと比べても遜色ない、むしろ高い部分と

いう部分で設定をしてきてありますので、基本はそれをベースにしてまいりますので、そん

な点もよろしくお願いをしたいと思います。 

 あとはこの15分短くなった部分をどうしていくのかというこのことにつきましては、これ

から再度細かい部分を詰めてまいりますけれども、これでやりくりをしていかなければなら

ないということでありますので、過度の負担とならないように、職員また正規の職員が過度

の負担とならないようには考えておるところであります。 

 また、本村の場合には保育士不足が顕著になってきておりまして、臨時の職員にもクラス

を担当していただいております。それは今までも賃金も高かったわけでありますので、それ

をベースにしながら７時間30分の部分でまた考えていきたいというふうに思っております。 

 したがいまして、この点につきましては早目に誰がクラスを持つのかということを決めて

いく必要がありますので、保育園の人事の部分を若干早めていきながら、その点も措置をし

ていきたいというふうに思っておりますので、その皆さんにはそれなりの処遇をしていくと

いうそのことで考えておるところでございます。 

 いろんな職種でありますけれども、これからまだかなり詰めていかなければならないとい

う、こういう部分がありますので、また決まりましたら議会の全員協議会でお話をさせてい

ただきたいというふうに思っております。 

 基本的にはくどいようでありますけれども、現行より悪くならないというこのことを基本

にしておりますのでよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） 今、一時金についての考え方としては、今人手不足の中で2.6も

考えつつというお話もいただきました。今、15分短くなる分についてであります。やはり子

供たちや、それから学校現場に多く充てられている部分で、ある程度やっぱりきちんと継続

して支えていくというところが必要ですし、今の時代ですので父兄等の対応とかで時間外に

出るという場合がかなりあるというふうに聞いております。そういう対応について、やはり

今、この時間制限の中でどのような働き方をするのかということは、またこれからというこ

とでありますけれども、担当されている皆さんにとって不利にならないような、また住民の

皆さんにとって安心できるものにぜひしていただきたいというふうに思います。その点で職

種が本当に今多岐にわたりますけれども、それぞれの職場で正職員と一緒に実態をきちんと

把握するということがまず大事ではないかというふうに思います。 

 任用の本当に適正化といいますか、今臨時職員がなければ支えられない部分でありますけ

れども、勤務条件、人員の確保と納得していく協議が必要だというふうに思います。各職場

での実態をきちんと把握して、そういう部分が不利にならないようにぜひその点をよろしく

お願いしたいと思いますけど、そういう職員との話し合い、それから今の段階でどのように

任用職員になる方たちへの説明ができているのかどうか、その日程についてもお聞きしたい

と思います。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 
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村  長（唐木 一直） 先ほど、ちょっと落とした分がありますけれども、休暇の部分も

確か質問にあったというふうに思います。 

 休暇につきましては、国で定める休暇は付与していくという、こういうことでありますし、

村独自でやってる休暇もあるわけであります。したがいまして、その部分は引き続きやって

いきたいというふうに考えております。これ、国のほうからいろいろ言われると思いますけ

れども、それはきちんとやっていくつもりでおりますので、国よりもよくなるというふうに

考えていただければというふうに思います。 

 実態調査という話でありますけれども、これは今やっております。したがいまして、15分

短くなった部分をどうするのか、こういったことを今調整もしてるところでありますので、

それができ次第ということになります。 

 職員といいますか、こういった皆さんへの説明でありますけれども、これからであります。

今、制度として詰めておるところでありますので、これが固まったところで説明をさせてい

ただきたいというふうに思っておりますけれども、基本的には今よりよくなるという部分が

あるわけでありますので理解は得られるんではないかというふうに考えております。 

 それと同時にやむを得ない部分は時間外手当という部分もありますので、それはそういっ

た対応もさせていただきたいというふうに考えておるところでございます。そんな点は、今

申し上げましたような日程で進めさせていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） これから臨時職員の皆さんには説明ということであります。今よ

りは下がらないということでありますけれども、伊那市では学校現場におきましては、夏休

み始まる前にその資料も配られたということで基本的なところは見せていただいて、その中

で、もう職場ではこういう意見をということでそれぞれ意見を挙げているということをお聞

きしました。12月ということでありますけれども、できるだけ早く職員の皆さんには基本的

なところを説明して、職場での実態をしっかりつかんで対応をしていただきたいと思います。 

 最後に、国会の附帯決議について、資料としてつけさせていただきました。 

 例えば、介護保険と導入のときにも、この国の制度も大きく変わるときには、国では国会

で附帯決議というのが上げられております。今度もそういう意味ではそういう位置づけで附

帯決議がつけられております。見ていただくとわかります。この「地方公務員の任用、勤務

条件並びに福祉及び利益の保護等の適正を確保するため、次の事項についてその実現に努め

るべきである。」ということで、「地方公共団体に対して発出する通知等により再度の任用

が可能であること」、要するにあくまでも公募ということを前提になってありますけれども、

「再度の任用が」というところがまず第一であるということ、それから「人員確保及び雇用

の安定を図る観点から、公務の運営は任期の定めない常勤職員を中心としていることに鑑み、

会計年度任用職員についてもこの考え方に沿うように、引き続き任用の在り方の検討を行う

べきこと。」ということが書いてありまして、三として、「会計年度任用職員への移行に当

たっては、不利益が生じることなく適正な勤務条件の確保が行われなければならない。」と

いうことで、「制度改正により必要となる財源についてはその確保に努めること。」という

ことで、今回財源については特に現状どおりということでお聞きしませんでしたけれども、

これからの採用のまた村の行政の中でもより多くそういう部分が増えてくるというふうに思
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いますのでその点もこの附帯決議に反することのないようにしっかりとやっていただきたい

というふうに思います。 

 多くの臨時職員としてその施策を支えている皆さんが安心して働けることが住民生活の安

心・安全の村づくりに、先ほど村長も言われたとおりであります、つながると思います。附

帯決議の尊重をしっかりとしていただきたいというふうに思います。 

 それから、次に防災対策について、続けてお答えいただいたほうがいい、済みません。 

議  長（丸山  豊） 今、何度も希望みたい、でよろしいんですか。 

９  番（三澤 澄子） お願いいたします。その点について。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 附帯決議は、これはきちんとそういった考え方の中でということ

でありますので、それに沿った運用というのは必要かというふうに思います。 

 再任用という言い方しましたけれども、再度任用でありますので申しわけございません。

この部分、若干つけ加えさせていただきますと、今定例会におきまして職員定数増をお願い

してありますので、正規職員も増やしていきたいというこういう考え方の中であわせてやっ

ておりますので、その点はそんなことで御理解をいただければというふうに思います。 

 この制度でどのぐらいの財源がというのは、まだ試算、これからでありますけれども、現

行よりも増額となってまいります。そういうことで考えますと、かなり持ち出し分というの

も増えてくるというふうには思っております。この附帯決議を見ますと、国というのはいい

なというふうに思います。本当に地方公共団体に対して適切な助言を行うとか、こういうこ

とが言われておりますけれども、「財源についてはその確保に努めること」。財源について

は国で措置をしてもらいたいと私は言いたいところでありますけれども、本当に国というの

はいいなと、さっきの保育料の問題と同じであります。地方公共団体に考えろと。考えろと

言われても、財源というのは決まっておるわけでありますので、財源的に申し上げますと、

必要の事業は地方が２で国が１であります。財源は全く逆でありますので、国が２とって地

方に１しか来ませんので、その分をしっかりと国でも考えていただきたいなというふうに思

います。これは、我々の仕事として国にも要請をしていくという、こういうことになろうか

というふうに思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） 先ほどの小坂議員の保育料のところにもありましたけども、こう

いうふうにしろよと言いながら、国では財源は何の保証もしないということは確かでありま

して、そのことはやはり地方議会としてもしっかり声を上げていきたいというふうに思いま

すし、そのとおりだというふうに思います。よろしくお願いします。 

 続きまして、防災対策について質問をいたします。 

 台風15号は千葉県を中心に甚大な被害を出しました。農作物は193億円余りの被害で今後

も拡大する見通しだというふうに報じられております。また、停電もまだ復旧できないとこ

ろが今日の新聞では７万2,000件というふうにありましたけれども、千葉県の一日も早い復

旧と対策を望むところであります。 

 災害は今までにない想定を超えた自体がいつ起こるかわかりません。今回の停電は風速40

メートルに耐える強度の設定を超えて、最大瞬間風速57.5メートルを観測しました。 
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 一方、東電は福島の事故後、経営合理化、コスト削減で人員削減や電柱交換、送配電の設

備投資等のカット等進んでいます中での災害で、想定が甘かったということを認めています。 

 村では、2019年版（保存版）として防災マップを全戸へ配布しました。２つに分けたため

に大きく見やすくなりましたところであります。２つに分けた、2のほうもいただいてあり

ます。見やすくなりました。自分のうちの周りの状況もそれによってよくわかります。風水

害への備え、地震、災害マニュアル、土砂災害の案内、浸水害、土砂災害のときの避難行動、

ふだんの心がけ、災害時避難に関する３つの情報等、中を見ると本当にわかりやすく、前よ

りも本当に見やすくなったというふうに思います。私もこの地図の中に自分のうちや、あわ

せて飛んでおりますが福島地域も出ておりますので、ちゃんと住宅もわかっておりまして丸

をしまして、どのように避難するかというようなことも点検したところであります。 

 わかりやすく書かれている中で、防災訓練では先日も行われましたけれども、毎年１回集

まりはしますが、同じことで全体ではＡＥＤの使用法とか消火訓練などして終わっている状

況であります。この新しくなった防災マップを使ってぜひ地区ごと、また組単位での研修を

していただきたいと思いますし、必要だと思いますが、お考えをお聞きします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ２点目の防災についての御質問であります。 

 千葉の台風15号による災害というのは、本当に日ごとに当初わからなかったような面とい

うのが見えてきております。今日、昼に帰りまして15分ほどそのニュースを見ておりました

けれども、やはり想定外という言葉を使ってはならないということでありますけれども、想

定を超えていったという部分あるのかなというふうに思っておるところであります。 

 ただ、その中でマスコミの方も言っておりましたけど、今何が悪い、これが悪いというこ

とではなくて、少しでも前に進む対策というのが必要だという話がありました。私もそのと

おりだというふうに思います。結果論でいいますと、どんなことでも言えますけれども、そ

れはそれで後のいろんな課題として生かしていければ、そんなふうに思っておるところであ

ります。 

 本村の場合であります。本村の場合は、一番は土砂災害とか地震災害、このことが中心に

なろうかと思います。平成18年の天竜川の災害というようなのをきっかけにして、かなり天

竜川も整備されてきましたけれど、しかし、これとて安全だという、この保障はないわけで

あります。そういった教訓をもとに今防災マップだとかいろんなマニュアルも作ってまいり

ましたし、あのときの対応も長野県で一番早く避難指示、避難勧告を出したのは南箕輪村で

あります。そういったことをさらに生かしていければというふうに思っておるところであり

ます。 

 防災マップを活用してということでありますけれども、全ての地区ではありませんけれど

も、災害の影響が及ぶ地区を中心に防災マップを活用した防災教育、これを実施をしている

ところもあるわけであります。この辺につきましては、地区自主防災会にもお願いをしてま

いりたいなというふうに思っておりますし、こういったことは行政の責任でもありますけれ

ども、地区は地区としての責任というのも果たしていただければありがたいなというふうに

考えておるところでございます。 

 先ほどの議員さんの質問にもありましたけれども、私自身は自己責任、自己管理という、

その部分もやはりお願いしていきたいなというふうに思っておるところでございます。全て
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を行政にというこういうわけにはまいりませんので、これからも当然村が主体となってはや

ってまいりますけれども、そういったことも働きかけていきたいというふうに考えておりま

すので、よろしくお願いをいたします。 

 以上です。  

議  長（丸山  豊） 三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） ２として、防災マップ１の地域であります私どもの住んでるとこ

ろでありますけれども、土砂災害活断層が集中しています。最近ちょっと大きくはないんで

すけども、どんという音とともに短い揺れがあるということが何回もありまして、近くで起

きていることが感じられます。 

 私は、ちょっとかなり前になりますけれども、信州大学理学部の公開講座を「信州の地質

と地震」という公開講座でありますけど１年間かけて学びました。県内地震の跡地や地形か

ら学び、長野県の地震、災害の多さをそのとき実感しました。 

 その後、大きな地震や土砂災害が繰り返し、また起きているところであります。これだけ

はっきりとした痕跡があるというこの地域でありますので、次に起こり得る災害どんな対策

ができるか、例えば信州大学には研究室もあって、地域への連携もできるところもあります。

専門的な検証と対策をいつ起こるかわからないという先ほどの話もありましたけれども、で

きればそういうところで村としても、ちょっと検証して見てもらうということが大事じゃな

いかと思います。本当に今、想定外、想定外という中で、そのできることとできないことが

あると思いますけれども、その点の検証をぜひしていただきたいというふうに思いますが、

いかがでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 検証しろという話でありますけれども、なかなかこれは難しいな

という面もあるわけであります。その点は、そんな御理解もお願いをしたいというふうに思

います。 

 活断層の話がありましたけれども、活断層だらけでございます。その中でどういう対応が

必要なのかという。これは土砂災害に対しましても、レッドゾーンだ、イエローゾーンだと

いうことも南箕輪村と県と一緒に設定をしておりますので、マップ上でも色塗りをしてお示

しをしたところであります。まずは、自分の住んでいるところがどんな地域なのかという、

そのことをきちんと把握をしていただきたいということであります。 

 行政として一番大事なことは、災害を防ぐということはできないわけであります。災害の

防止というよりも減災、いかに被害を少なくしていくのか。被害を少なくしていくのかとい

うのは、人の命であります。命だけは守る、このことを最優先に考えていかなければならな

いというふうに思っております。その後のことはその後の対応でかなりできるわけでありま

すので、ハード面というのはその限界がありますので、ソフトの部分、命を守る行動をどう

とってもらうかという、このことを住民の皆さんに訴えて続けていきたいなというふうに思

っております。そのために防災訓練もしておりますし、本当にもうなれっこになってる部分

というのがあるのかなという気はしないでもないですけれども、やはり私は繰り返し繰り返

しやっていくことに意義があるというふうに思っております。継続をしていくこと、このこ

とも大切なことでありますので、そんな点もそんな御理解をいただければというふうに思い

ますし、まずは行政が主体的に音頭をとりながらということになるわけでありますけれども、
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各地区の防災力を高めていく、このことに力を注いでいく必要があるのかな、と同時に住民

の防災意識を継続して促していくこと、常にこれは訴えていかなければならないというふう

に思っておりますので、そんな点に重点を置いていきたいというふうに考えております。 

 そのためには何をすべきかということであります。また、御提案があればしていただけれ

ばというふうに思いますけれども、限られた人員の中で行政もやっていかなければなりませ

んので、この辺も一つの考え方の中で、人員的にも充実ができればなという考え方は持って

おります。そうすることによって、各地区への働きかけは一緒にやっていくという、このこ

とができるわけでありますので、そんなことも考えておりますので、よろしくお願いをいた

します。  

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） ありがとうございました。 

 では、３として昨年のブロック塀の倒壊による通学路の死亡事故を受けて、点検と対策と

して、撤去に対しての補助金が設けられました。この間、補助を受けての撤去は何軒かお聞

きします。うちの近所でも古い分譲団地でありますので、区画も狭く、ブロック塀が多くあ

ります。村内業者さんが補助金の制度を説明しながら撤去を進め、工事されたところが何軒

かあります。 

 最近は、補助がないために撤去のみのうちも多くあり、工事をより進めるには住宅リフォ

ームの要綱を変更して、再建が可能になるということをぜひやっていただきたいと思います。

耐震補強は介護保険と並行して行う工事も可能というふうに今度の村報でも説明してありま

すけれども、であるなれば、やっぱりより安全確保の工事が進むための施策として、ぜひ進

めていただきたいと思いますが、いかがお考えでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ブロック塀の撤去であります。 

 行政がかかわっている、いわゆる村の持ち物につきましては全て撤去いたしました。中央

墓地公園のところもきちんと撤去をして、後の工事もほぼ終わったところでございます。 

 民間といいますか、一般家庭におきましてでありますけれども、昨年度は４軒、今年度は

１軒であります、この補助金交付要綱制定をしてからであります。村へ申請があった実績と

して、今までに５軒ということであります。そんなことで余り進んでいないという実態であ

ります。 

 通学路につきましては、特に重点的に行ったわけでありますけれども、30カ所のブロック

塀を確認をしてあります。こういったところは、各家庭へブロック塀のある箇所をお知らせ

をしたり、危険箇所を親子で点検をしてもらうようにお願いをしたところであります。 

 あと、再建築費というか再建の部分で補助をということであります。 

 これにつきましては、引き続き他の市町村との動向の中で検討はしていきたいというふう

に思っております。上伊那の中ではどこもやっていないところでありますので、その点はそ

んな御理解もお願いをしたいというふうに思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） ぜひ、村が先に立ってやっていただきたいという声も聞いており
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ますので、引き続き検討をよろしくお願いしたいと思います。 

 ４として、防災マップで災害時避難所となる公民館、学校体育館についてお聞きします。 

 現在、エアコンがない状態であります。夏の避難所開設には一番必要になると思います。

国の避難所となる学校体育館のエアコン設置の事業債というのが令和２年で終わるというふ

うに聞いております。計画的にぜひ設置するためにすることが必要ではないかと思います。

打ち切りになる事業債でありますけれども、計画的にすることで、ぜひ進めていただきたい

と思います。 

 また、今日、ちょっと区長会さんのほうで来ておりますけれども、区としてもできれば村

の補助があればより進むと思いますけれども、大至急検討する必要がある課題かなというふ

うに思います。 

 また、台風災害の停電で発電機の設置が問題になっておりますけれども、村内避難所での

整備状況はどうか、それもちょっとあわせてお聞きします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 災害時のいわゆる避難所となる施設であります。 

 エアコンという話がありました。村で設置できないのかという、こういう御質問でありま

す。 

 このことにつきましては、各区の公民館等々につきましては、今日も区長会の皆さん、傍

聴に来ておいでであります。区長会からも要望をいただいておるところであります。したが

って、その中で一番大きなところ、これは村で設置をしていったほうがいいのかなというこ

ういう考え方は持っております。今、来年度の予算に向けて調整をしておるところでありま

すので、そんな御理解はお願いしたいと思います。できるかできないかというこのことは、

今日はちょっと申し上げられませんけれども、そういった考え方は持っておるということだ

け、お伝えしておきたいというふうに思います。 

 あとでありますけれども、緊急防災の起債の関係です。 

 緊防債、令和２年度で終了ということであります。恐らく、その後も継続してあるのでは

ないかなという希望的な観測は持っておりますけれども、そうはいってもあるうちにという

ことでありますので、来年度は村民体育館へ空調設備設置をしてまいりたいというふうに考

えております。これは予算化をしていきたいというふうに考えております。 

 各区の公民館の話も出ましたけれども、その中の３カ所が条例で引き継がれた村の公民館

ということで、補助金等の関係もありまして、起債等の関係もありましてなっておるところ

であります。大泉の西部地区館、北殿公民館、田畑のコミュニティーセンターであります。

これも緊防債がつきますので、そういったものを利用しながらつけるということになれば、

来年度がタイムリミットかなという考え方を持っておりますので、この３地区だけというわ

けにはまいりませんので、その辺は三澤議員、ここで申し上げませんけども、頭の中で御理

解いただければというふうに思っておるところでございます。村は12地区公平ということを

考えてしていかなければなりませんので、そんな考え方を持っておるということでお願いい

たします。 

 あとは学校施設等々につきましては、またおいおい財源の範囲というのがありますので、

考えていかなければならないというふうに思っております。 

 以上です。 
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議  長（丸山  豊） 村長、発電機の話。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 発電機のお話であります。 

 発電機につきましては、公共施設でも完全というふうになっております。この庁舎は、本

当に完全であります。この間も一時停電しましたけれど、全く瞬時に立ち上がりまして、コ

ンピューターの管理をしている人から褒められました。 

 ただ、自主防等々につきましては、それぞれ自主防の中でやっておるということでありま

す。この点につきましては、今資料を持ち合わせておりませんので、また後ほどお答えをし

たい、資料としてお出しをしたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。  

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） ５番目として、災害発生で水道もとまるというようなことがこの

間ありましたけれど、物流も届かない等の中で非常持ち出し品としての各戸配置をぜひ村と

して進めてもらいたいということであります。お願いします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 物流の関係であります。 

 近隣では、辰野町でやったという記事が載っておりました。 

 ただ、問題は人数や家庭の環境によってかなり違ってまいりますので、この辺はその辺を

十分検討しながらということでお願いをしたいと思います。 

 以上です、時間がありませんので。 

議  長（丸山  豊） 三澤議員、時間調整しながらお願いします。 

９  番（三澤 澄子）ありがとうございます。それでは、次に移らさせていただきます。 

 上伊那地域の高校再編についてであります。 

 ２項目書いてありますけれども、一括して読み上げましてお答えをいただけたらと思いま

す。 

 上伊那地域の高校の将来像を考える協議会は、高校再編について県教育委員会に上げる意

見提案を求めました。秋に県教委に提出するというふうになっております。 

 提案は平成30年３月15日の８市長名で出した高校教育のあり方の学校像と全く同じ内容で

あります。資料としてつけましたので見ていただきたいと思います。２枚つづりで今つけま

した。見てください。 

 協議会は、平成30年のその８市町村が出した後に協議会が設定されまして、広域の中で、

平成30年の６月４日からスタートとし、第１回が、第９回が令和元年８月23日でまとめまし

た。広域連合議会にも報告されたと聞いております。上伊那の総意として５校の閉校、３校

の新設を提案するとなっております。提案や日程に総意として同意したのかということをお

聞きします。 

 その上で、100年以上の歴史のある高校の閉校、これからの上伊那の高校、子供たちの学

びがどうなるのか、地域住民に理解されないまま進められていいのか、総合学科高校は普通

科と職業科をミックスした科でありまして、次の進路につながりにくく、県内の既存校では、

もう定員割れが進んでおります。今まで気づいてきた推薦校がなくなったり、県教委でも南

信で１校でいいといってわざわざ書いてあるのに、上伊那で手上げする必要はないというふ
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うに思いますし、南部では普通科がなくなり、遠くへの通学を強いられるというような問題

点が挙げられています。 

 村には上伊那農業高校があり、地域での人材を多く輩出してきました。総合技術高校にな

ることで地域連携が弱まる心配や培ってきた実績も継続するのか、学校と村との話し合いも

必要ではないかというふうに思います。全県を見ても、上伊那が再編を急ぐ必要はありませ

ん。十分な論議を特に中学生、高校生、親、地域への十分な説明と意見聴取をし、慎重な対

応を求めます。よろしくお願いします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 高校再編の問題であります。 

 これは、上伊那広域連合としても最終決定の部分がここにありますけれども、意見提案と

いうことで県教委に申し上げていきたいというふうに思っております。 

 同意をしたのかということでありますけれども、いわゆる広域連合８首長と総意として県

教委へ上げていくということでありますので、同意をしたかしてないかということを問われ

れば、同意をしたということであります。 

 ただ、この中にありますように、５校の閉校、３校の新設というのはどこにも出てまいり

ません。少なくとも、今、上伊那の状況を考えますと、令和15年までに高校生が600人減る

わけであります。こういった実態を踏まえて、どういう高校が必要なのか、どういう高校が

望ましいのか、そういうあり方を検討したということであります。どことどこを再編すると

いう、こういうまとめ方はしてないわけでありますし、その中その中で懇談会もやったり、

保護者会の懇談会もやったり、あるいは中学生や高校生との意見交換もしながらまとめてき

たところでございます。あとは、これは県教委が責任を持って進めることでありますので、

こういう高校が上伊那の中にあったらいいという、こういう希望をまとめたものであります

ので、そういった点はそんな御理解をお願いをしたいと思いますし、３校新設、５校閉校と

いうのは、これは皆さんの資料でそう言ってるということでありますので、その点だけは御

指摘をしておきたいというふうに思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 三澤議員、時間が来ていますのでまとめてください。 

９  番（三澤 澄子） 時間ですけども、どのように読み込んでも、５校閉校、３校新設

だというふうに思います。 

 この間、議論じっと私は何回も傍聴してまいりましたが、同窓会の皆さんも含めてこの議

論が一体何だったのか理解できないというふうに言っております。本当に理解される、本当

に子供たちにとって必要な学校教育、高校教育は何なのかということは、もっと深く検証す

る必要があると思いますし、これが上伊那の総意では、私はないというふうに思っておりま

すので、また、引き続き追及していきたいと思います。 

 以上で終わります。 

議  長（丸山  豊） これで９番、三澤澄子議員の質問は終わります。 

 ただいまから２時半まで休憩といたします。 

   休憩 午後 ２時２０分 

   再開 午後 ２時３０分 

議  長（丸山  豊） 休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。 



92 

 １番、百瀬輝和議員。 

１  番（百瀬 輝和） 議席番号１番、百瀬輝和です。 

 最初に、台風15号で被災された地域の皆さんへ、心からお見舞いを申し上げますとともに、

一日も早い復旧、復興が進むことをお祈り申し上げます。 

 1923年の関東大震災の発災日である９月１日を防災の日とし、各地で防災訓練が行われま

した。「天災は忘れたころにやってくる。災害はその惨禍を忘れたときに再び起こる」とい

う物理学者、寺田寅彦の言葉です。 

 時は過ぎ、近年では天災は忘れる間もなくやってくる。最近の大雨では経験したことのな

い大雨、最大級の警戒が必要などの注意を促す言葉が飛び交います。私たちも、この防災の

日に再認識して、しっかりと取り組んで行きたいと思います。 

 最初に、地域で災害に備える取り組みについて伺います。 

 村では、南箕輪村地域防災計画、これには震災編、風水害編、火山編、林野火災編、雪害

編、原子力編、その他編、その他は航空とか鉄道に関する７つの災害対策編があります。 

 質問では、この中の震災編と風水害編を中心に取り上げてお聞きしたいと思います。 

 風水害編ですが、直前対策の取り組みとして、気象警報、注意報等伝達、避難誘導体制、

災害未然防止活動とあります。住民の生命、身体等に危険が生じる恐れがある場合に、迅速

かつ円滑に避難誘導活動が行えるよう、あらかじめ避難計画を作成するとあります。 

 平成30年９月の一般質問では、地域のこの防災計画についても聞きましたし、マイタイム

ラインの周知で個人個人の防災手帳をという質問をしております。今回、村報の９月号には

このマイタイムラインを取り上げております。これは評価できる取り組みだと私は考えます。 

 震災編の３節の自主責任と処理すべき事務の大綱の中で、村、県、指定地方行政機関、指

定公共機関、その次の５番目に自主防災組織があります。「区を単位とする自主防災組織は、

村の災害対策本部と密接な連携をとり、村災害対策本部の防災業務に協力する。災害の状況

に応じて、現地災害対策本部として役割を担う。」と書かれております。 

 処理すべき事務、業務はアからオまで５項目あります。アとして、村が行う地震災害応急

対策の協力、イとして、地域内の災害に対する情報の収集及び伝達、ウとして、避難者の誘

導及び救出、救護の協力、エとして、避難所の運営業務等の協力、オとして、区域内におけ

る自主防災活動の実施とあります。 

 風水害編では、９節には防災知識復旧の計画、32節には自防災組織等の育成の取り組みが

書かれております。38節には住民及び事業者による地域内の防災活動の推進が書かれる中で、

「自助、共助の精神に基づき、村と連携して」とあります。 

 この村の防災計画ですけれども、先ほど来、同僚議員の質問に対して、村長は行政任せで

はなくて、個人、地域で取り組んでいただくことは取り組んでもらいたいと答弁をしており

ます。これ、村が全部やってくれるということではないということで、村長よろしいでしょ

うか。もう一度確認します。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） １番、百瀬輝和議員の質問にお答えをいたします。 

 災害関係の質問であります。地区防災計画の件であります。 

 村が全てをという、こういうことではございません。協力という言葉の中には、さまざま
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な意味が込められておるという、こういうことでお願いをしたいというふうに思います。 

 防災関係につきましては、住民に聞く自主防災組織が中心となりながらという部分もかな

り出てくるわけであります。村が主体となって実施する活動もあれば、地区や自主防災組織

等が主体となり地域で実施をお願いする活動もあるわけであります。そんなことはぜひお願

いしたいというふうに思っております。 

 先ほどから申し上げておりますけれども、村で行うことには限界がありますので、各地域

における自主防災組織等の協力や自力による自主的な活動は不可欠であります。地域ででき

ることは地域で行っていただき、村がその支援をするといった仕組みが理想ではないかなと

いうふうに考えておるところであります。 

 ただ、地域地域というこのことだけを言っているわけにもまいりませんので、村と一緒に

という、その部分はしっかりやっていかなければならないというふうに思っております。 

 そのためには、先ほども前議員の質問にもお答えしましたけれども、村のこの防災を担う

部署というのは、なかなか人数が増やせないというこの部分があるわけでありますので、そ

の辺のこともこれから考えながら、地区と一緒にできればいいなというふうに思っておると

ころであります。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） 私もそう考えております。地域でできることは地域でやっていた

だく。それに行政は応援をしていくというのが僕は理想だと思います。今、この南箕輪村の

村づくりで大変重要なところだと思います。地域力をつけていく、これが全て村の元気にな

っていくと思いますので、その中で地域防災計画というものがなければ、地域に任せること

は、僕はできないと思うんですよね。地域住民の皆さんが主体となって、協働で地域の特性

に応じた計画を定める、地区防災計画ですね、地域にあった計画が必要と考えます。当然、

行政がこれかかわっていかなければつくり上げることはできないと思います。 

 聞いたところ、各自主防にはそういうひな形も渡していますよという担当課からは聞いて

るんですけれども、南箕輪村も地域コミュニティーの防災体制の強化、充実をしていくため

に、この先進地域事例として私が見たのは茨城県の水戸市の例が挙げられておりました。 

 地域で災害に備える取り組みが紹介されて、水戸市は全地区34地区があるそうです。地区

防災計画を策定しているそうです、34地区が。自分たちの地域は自分たちで守るということ

で地区の実態を反映した計画づくりに市職員と二人三脚で取り組んだそうです。計画のひな

形を提供したり、地域の代表者への説明会を開催したり、全面的にサポートしたそうです。

計画に基づき、独自に制作した防災マップには、防火水槽の位置だとか、消火栓の位置、民

間井戸の場所が一目でわかるようにつくったそうです。これも東日本大震災のときに水の確

保に苦労した経験からだそうです。 

 また、地区計画が絵に描いた餅で終わらないように各地区で計画の更新が随時行われてい

るのも特徴だと書かれております。例えば、熊本の地震の折は、避難生活や車中泊によるエ

コノミークラス症候群が発症して問題視されました。その予防体操を計画に新たに盛り込ん

だりしているそうです。 

 共助による防災力向上の取り組み、これ大変な重要な取り組みだと思いますが、村長、い

かがでしょうか。 
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議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 地区の防災計画であります、自主防の連絡会議や防災士会の中で

計画的に計画策定に向けての取り組みをお願いはしているところであります。その段階であ

るということでありますので、その点はそんな御理解をお願いをいたします。 

 地区によりましては、素々案等の策定がされているところもあるようであります。この辺

をもとにまた進めていけばというふうに思っておるところでありますし、午前中の議員の質

問の中でもそんな話をさせていただきましたけれども、いわゆる地域力をどう高めていくの

か、南箕輪に一番必要なところはそこかなというふうに考えておるところであります。これ

をなし得なかった、合併議論のときはかなりそのことが言われたんですけれども、十何年過

ぎますと、行政で行政でというそういうことになってしまっておるところであります。これ

からは、やはり地域力をどう高めていくかというところに重点を置いていかなければならな

いなというふうに思っておるところでありますので、その辺はまた、村もしっかりと方向性

を示しながらというふうに考えておりますので、かなりそういったところで地域がまとまり

ができなければ、ほかのことではなかなか難しいのかな。福祉関係は、かなりそういうもの

がでてきております。したがいまして、今度は防災と言う部分にそういったことがお願いで

きればというふうに思っておるところであります。一緒に考えていくということでお願いを

いたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） 私もそう思います。子供たちから高齢者までの範囲の中で、地域

で地域力を高めていく、そのきっかけがこの防災計画になればいいし、また福祉の関係の地

域塾も取り組んでおりますので、そういう中で見守り体制というのも強化されていけばいい

なと願っております。 

 次に、またこれも地区になりますけれども、避難所ごとの運営マニュアルについて伺いた

いと思います。 

 現在、村の指定避難所は26カ所あります。そのうち村公民館、南小、南中、村体、屋内運

動場の５カ所が全域の避難所になっております。これ以前にも私質問をしてるんですけれど

も、学校等についての運営マニュアルは以前聞いて、進んでいないと。とりかかっているか

どうか、作成中であれば、その進捗状況も教えていただきたいんですけれども。 

 防災計画には運営マニュアル等の整備に努めるというふうにも書かれております。このこ

とも含めて質問したいと思いますので、村長、教育長いかがでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 最初に唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 避難所ごとの運営マニュアルの御質問でございます。 

 この運営マニュアル案につきましては、自主防災会の連絡会議の折にお示しをしてありま

す。この案をたたき台に各地区の皆さんに避難所運営ができるように考えていただき、各地

区の公民館との状況に応じて策定いただくように進めている、現在はそんな状況であります。 

 ただ、全てを行政でということと裏腹になりますけれども、各地区におきましてもさまざ

まな事業がありまして、なかなかそれが前に進んでいかないという、その実態もわかるわけ

でありますので、この辺を村でどう支援をすればいいのか、支援をするにしても村の今の体

制の中ではなかなか難しいという面もあるわけでありますので、相対的に考えていかなけれ
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ばならないというふうに思っております。地区へお願いできれば一番いいわけでありますけ

ども、各地区もそれなりの仕事を抱えておりますし、そういった面ではかなり大変になって

きているという、このことも理解をしながら、どうやったらできるかということも一緒に考

えさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 続いて、清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 議席番号１番、百瀬輝和議員、広域避難所の中で教育委員会関

係６の施設ということで、運営マニュアルについてでございます。お答えします。 

 避難所の運営マニュアルにつきましては、昨年度も議員から御指摘をいただき、作成を進

めていく必要があるというふうに答弁させていただきました。学校施設を含め、多くの教育

関係の施設が避難所に指定されており、それぞれの運営マニュアルの必要性については十分

理解し受けとめております。 

 また、校長会等もちょっと話題にしながらということで今来ておるわけでございますが、

まだ具体化できていないというのが現状でございます。 

 施設の用途あるいは設備などの違い、また学校については授業再開というのを当然ながら

年頭に入れながら運営をしていかなきゃいけない、そこが大事かなというふうに思っており

ます。 

 ９月１日に行われました防災訓練では、避難所のレイアウトについて職員が訓練をいたし

ました。そのようなことを重ねながら避難所開設に必要な備品等の配備、それから鍵を誰が

あけるのかとか、そこのあたりからしっかり詰めていく必要があるかなというふうに思って

おります。 

 今後でございますが、村全体の避難所運営マニュアルを基本としながら、村との調整、学

校等関係機関との連携しながら、学校それから社会教育施設の避難所運営マニュアルの策定

をしてまいりたいと考えております。動き出してはおりますので、御理解をお願いしたいな

というふうに思っております。 

 以上でございます。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） 非常に忙しい中でやられていると思いますので、私もそれはわか

ります。ただ、災害いつ来るかわからないので、一日も早い作成をお願いしたいと思います。 

 内閣府では、避難所運営ガイドラインを出しております。ここでは運営に関する業務を３

つの視点で整理しております。 

 １つ目は、平時の備え、避難所の設置、運営、避難所の解消へ、避難所運営の大きな分類、

2つ目は、初動、発災当日、応急期３日まで、あとは復旧期１週間まで、あとは復興期の災

害対応の時間経過、各段階の災害フェーズにおける対応、3つ目は避難所の円滑な運営のた

めの連携協働体制づくりについて解説をされております。 

 この平時からの取り組みというのが非常に重要だと私は考えております。平時の備えから

始めるというのが非常に大事だと思いますけど、村長、その点いかがでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 平時の取り組みは大切であるということは、重々そのとおりでご

ざいます。ただ、平時常にというこういうことができればいいわけでありますけれども、そ
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れぞれ最小限の人数で今いろんな仕事をさせていただいておりますので、なかなか難しいと

いう、この部分もあるわけであります。したがいまして、そういった面を含めてどうやれば

できるのかということをこれからも追及していきたいなというふうに考えております。 

 これも今日の議論になっておりますけれども、本当に職員数はこれでいいのかという御質

問もいただいております。その多くを臨職で補っているこの状況の中で、どういったことが

できるのかなという、その心配もあるわけでありますけれども、心配をしているうちに災害

ということになっては困りますので、早急にその辺はやっていかなければならないというふ

うには思っております。 

 ただ、当面しなければならない住民生活に関連したものを優先させてをいただいておると

いうことも御理解いただきたいな。特に教育委員会の場合は、昨年の場合は冷房をこの夏ま

でにどう間に合わせていくのか、あるいは給食の施設をどう間に合わせていくのかという、

この部分に集中的に検討をお願いした経過がありますので、その辺は御理解もお願いしたい

というふうに思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） ぜひとも、これ集中してやんないといけないと思いますのでよろ

しくお願いします。 

 次に、防災マップ、先ほども防災マップの件ありました。私は、支え合いマップの活用、

特にこれについて伺いたいと思います。要配慮者支援についてです。 

 各区では支え合いマップ等による要配慮者の名簿も作成されていると思います。この中で

避難行動要支援者について、市町村の名簿の作成が義務づけられております。範囲はＡから

Ｇまでの７区分です。当然、更新が必要ですし、関係者への提供も必要です。安否確認、避

難の移送方法などの課題が挙げられておりますが、この点について村の対応だとか、また計

画書の中にある緊急通報装置や自動消火器、警報装置等の整備についても伺いたいと思いま

すが、村長いかがでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 防災マップ、支え合いマップの活用の御質問でございます。 

 支え合いマップの関係でありますけれども、要支援者、災害用の援護者の名簿であります。

名簿を作成し、１年に１回更新は行っております。このことはしっかりやっております。緊

急時には、すぐ打ち出すことのできるようになっておるというのが今の現状であります。 

 ただ、関係者への提供につきましては、災害時には可能となっておりますので、災害のな

いときに出すというわけにはまいりませんので、その点はそんな御理解もお願いをしたいと

いうふうに思います。 

 ただ、この事前の提供につきまして、当事者からの申し出により了解を得られた方につき

ましては、自主防災組織に提供を行っているという、こういう状況であります。 

 そういったことを行いながらということでありますけれども、個々の避難計画、この皆さ

んをどうやって避難させるのかという個々の避難計画につきましてはこれからの取り組みと

なってくるところであります。 

 それから、在宅におけるところのいろんな緊急通報装置だとか、自動消火器だとか警報装

置の整備であります。 
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 現在は緊急通報装置のみの整備であります。設置を希望する世帯に対し、25世帯に設置を

しているのが今の実態でございます。 

 他につきましては、今後の課題であります。時間を要する問題でもありますので、その点

はよろしくお願いをしたいというふうに思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） そういう方たちが福祉避難所に避難する方々もいると思いますし、

またハンデを持たれた方が避難生活をすることが出てきます。関係者が共通意識を持ちなが

ら、課題を一つ一つ取り除く取り組みをお願いします。 

 避難所の今後の整備計画について伺います。 

 これも先ほど、２人の議員が質問して、トイレの問題だとか、エアコンの関係聞いており

ます。村の防災計画の避難所の整備というところがあって、村は災害発生時においても指定

避難所となる公共施設について、安全性の向上、段差の解消、スロープや身体障害車用トイ

レの設置、避難経路標識等の簡易化、多言語化等要配慮者に配慮した施設整備の推進、必要

な物資等の備蓄に努めると書いてあります。 

 以前もこの避難所の質の向上、スフィア基準というのを触れたことがありますけれども、

この基準の根幹にあるのは、被災された方が尊厳を持って人生を送るために避難を受ける権

利が書かれております。国のガイドラインもスフィアハンドブックを参考に、避難所の平時

からハード面、ソフト面の備えについて書かれております。指定避難所の施設ごと、いろい

ろな違いがあったり、いろんな課題があると思いますけれども、もう一度村長、この計画に

ついて伺いたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 避難所の整備計画の御質問であります。 

 指定避難所となる公共施設のバリアフリー化、スロープや身体障害車用トイレの設置につ

きましては、これは施設ごとに異なっておりまして、全部完備をしているという、そういう

状況ではありません。教育委員会で所管しております５つの施設につきましては、バリアフ

リー化またはスロープの設置、あるいは身体障害者トイレの設置はできておるところでござ

います。ただ、その中でも屋外運動場や各保育園におきましては未整備という、こういうこ

とになっております。これは、今後の課題ということでお願いをしたいと思います。 

 今後の整備でありますけれども、簡易な構造や移動式のもので対応できる設備につきまし

ては、整備は可能であります。ただ、大幅な改築を伴うそういう部分につきましては、計画

的にやっていかなければならないというふうに思っておりますので、それはこれからという

ことでお願いをしたいと思います。 

 当面は、現状の設備でさまざまな工夫をしながら対応していかざるを得ないというふうに

考えておるところであります。 

 スフィア基準につきましての御質問がありました。これ、避難所のさまざまな環境設備等

について目標として数値がされておるものであります。その数値は、災害の規模や避難者の

人数によってかなり異なってまいりますので、大規模な災害でのこの目標を満たすというこ

とは、これは本当に難しいなというふうに考えておるところであります。したがいまして、

それぞれの工夫をしながらということでお願いをしたいと思います。 
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 広域避難所となる部分につきましては、そうはいっても何もしないという、こういうわけ

にはまいりませんので、まず村民体育館から手をつけていきたいという、こんな設備の関係

であります。そして、各地区の公民館、一番の第１避難所となりますので、その面につきま

しては、先ほど議員に答弁したとおりであります。これからということでありますけれども、

できる限り前向きに捉えさせていただきたいなというふうに思っております。そんな話も、

きょう区長会がありますので、できればと思っております。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） この避難所の質ということなんですけど、避難所はあくまで災害

で住む家を失った被災者等が一時的に生活を送る場所です。公費や支援を受けての生活であ

ることから、質の向上という言葉を使うと、ぜいたくではないかというような指摘を受ける

こともあります。しかし、ここでいう質の向上とは、人がどれだけ人間らしい生活や自分ら

しい生活を送ることができるかという質を問うものです。被災者の健康を守り、その後の生

活再建への活力を支える基礎となるものです。あわせて被災者の健康を守るための人的資源

の確保と言うのも必要です。医療、保険、福祉分野の関係との協力体制づくりも忘れてはな

りません。この質を高める取り組みは、村の責務であると私は考えます。この件は予算との

関係もありますので、計画的に取り組んでいただくことを望みます。  

 次に、被災者支援システムの運用の件について伺います。 

 この件は、９年前私が議員になったときに提案して村で取り入れ、現在に至っております。

システムは阪神淡路大震災のときに開発され、平成21年には総務省が全国の地方公共団体に

ＣＤ-ＲＯＭを配布も行っております。現在は、バージョン9.01で新年号令和の対応になっ

ております。自治体のＩＣＴを活用した危機管理の備え、これ大変重要と考えます。 

 近年は、全国では地震災害、台風、豪雨による災害が起こっております。初動の対応が大

変重要と考えます。そのときの自治体の対応で住民の安心・安全を守れるか、自治体職員は

危機管理課における情報システムの重要性及び有用性を十分認識し、住民のために備える必

要があると考えますが、今回防災訓練９月１日に行われましたが。この運用はされておらな

いと思います。村長、これについてどうお考えでしょうか。             

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 被災者支援システムの運用の関係の質問であります。 

 防災訓練のときには各地区でという話がありましたけど、これは実施をしませんでした。

実施をしたのは、担当職員が実際に被災者支援システムを使い、実践に即した各種被災者情

報の入力作業や罹災証明の発行までの手順を確認し、試験運用は行いました。これはやりま

した。 

 ただ、避難所と連携した試験運用につきましては、これはなかなか人手不足でありまして、

実施ができないんだということであります。 

 これは、理由といたしましては、設定条件にあった訓練を想定しなければならないという

こと。それから、防災訓練の中で同時に進行的に行っていくということはこれは本当に難し

いということでありますので、各地区との防災訓練の中では行わなかったということであり

ます。 

 災害時におきましては、直ちに対応しなければならないシステムでありますので、これは
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定期的に庁内の職員が研さんを積み、災害に備えておる、このことはやっておりますのでよ

ろしくお願いをしたいと思います。９月１日の防災訓練でも試験的な職員による運用は実施

いたしましたのでお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） 運用したということでありがとうございます。ぜひとも、万が一

のときはこれを生かせるような体制づくりを先ほども言いましたが、平時の取り組みとして

しっかりと取り組んでおいていただきたいと思います。 

 次に、カラーバリアフリーについて伺います。 

 これは、色覚障がい者の移動等円滑化に関する調査研究で、バリアフリー整備ガイドライ

ンの中で、色覚障がい者の視点の配慮も必要で、取り組む必要があるとされました。特に防

災マップ、見ていただくとわかるんですが、同じような色のトーンで変わってきてるという

ところもあります。色覚障がい者、これが非常に見にくいというような指摘もあるそうです。 

 全国で300万人以上と言われる色覚障がい者への配慮、色のバリアフリー化、これ国も取

り組むようになってるそうです。国の地震警報の日本地図が出てて、赤がいっぱいトーンが

変わっているという、あれに対しても何かわかりづらいというような指摘もあります。その

点について村として村長、お考えがあれば。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） マップのカラーバリアフリーの考え方でありますけれども、防災

マップ上の色塗り、これにつきましては、浸水指定区域等の色分けというのは凡例色に決ま

りがあるようであります。したがいまして、難しいなという、こういう感じがあるわけであ

ります。 

 色覚障がい者に配慮ということでは、これは必要なことと感じております。防災マップ以

外でも同様に色指定のものもあります。それ以外やこれから作成するもので対応可能なもの

があれば、そうしていくことは当然だというふうに考えております。 

 防災マップにつきましては、そういった凡例色も決まりがあるようですので、さらにわか

りやすくということになると大変難しいなというのは、今の率直なお答えでございます。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） 国のほうが変わらないとだめだということですね。国も国交省の

ほうでガイドラインを出しているんで、徐々に変わっていくとは思いますけれども、身近な

ところでいくと、皆さんあんまり気づかないんですが、テレビのリモコンの青、赤、緑、黄

というのが、昔はこれ、文字の色表示はなかったんですが、今は文字表示がされているだと

か、カラーペンに黒とか青とか赤とかいう、やはり文字表示がされているとかいうところが、

カラーバリアフリーの今一歩一歩進んできているとこだと言われております。村もそこら辺

を踏まえて進んでいく必要があるんだなということを感じております。 

 次に、２項目めの困窮、貧困者対策の強化について伺います。 

 子供の貧困対策に関する政府の大綱が2014年８月の閣議決定から５年が経過し、見直しに

入りました。 

 日本では、子供の７人に１人が貧困状態で、特にひとり親家庭の貧困率は50％を超えてい
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る深刻な状況です。 

 2013年に子供の貧困対策推進法が制定され、2014年８月に中期計画として対策大綱を策定、

政府が一体で総合的に取り組み、進めてまいりました。 

 具体的には、幼児教育の段階的な無償化や給付型奨学金の創設、ひとり親、就業支援、児

童福祉施設の子供の自立支援、児童扶養手当の拡充などがあります。教育支援、生活支援、

保護者の就労支援、経済的な支援の４つの視点で政策を展開し、25の指標の動きをもとに、

内閣府の有識者会議で定期的に検証、評価しております。 

 その結果、対策は大きく前進し、指標の数値は大綱策定時と比較して、おおむね改善して

おります。 

 しかし、一方で支援を必要とする子供や家庭は依然多く、地域により取り組みの格差があ

るのも指摘されております。 

 見直しされた大綱では、支援の届きにくい家庭に配慮するために、現在では都道府県のみ

の計画策定になっているのが、市町村まで広げられました。これは努力義務なんですけれど

も、新大綱の対策に必要な視点としては、１として親の妊娠・出産期から子供の社会的自立

までの切れ目のない支援、２として地方公共団体による取り組みの充実、３として支援が届

かない、また届きにくい子供や家庭への支援が盛り込まれました。 

 村の役場の中では複数の課をまたぐ取り組みになりますし、また地域の協力も必要な取り

組みになります。この村の今後の取り組みについて伺いたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） お願いします。子供の貧困対策の計画策定についてお答えいた

します。 

 議員お話されましたように、2013年の６月に子どもの貧困対策の推進に関する法律の制定、

ここでは９条で、都道府県は後に出される大綱を勘案して、子供の貧困対策についての計画

を定めるよう努めるものとするとあります。14年８月に大綱が閣議決定されました。ことし

令和元年でございますが、６月に子どもの貧困対策の推進に関する法律の改正がなされ、今

議員お話のように、市町村による貧困対策計画の策定として、市町村に対し貧困対策計画を

策定する努力義務を課すとされています。施行日ですが、９月７日でございます。 

 先週、このことを受けまして、県主催の子どもの貧困対策の推進に関する市町村連絡協議

会が持たれました。塩尻であったわけですけれども、庁内の関係各課で出席し、今後村とし

て先ほど努力義務ではありますが計画を策定してまいる所存でございます。 

 具体的には、県で策定している、ここに冊子ございますが、長野県子ども・若者支援総合

計画を基本としながら、生活の安定に資するための支援、教育支援、保護者に対する就労支

援、経済的支援、また研究調査等も含まれておりますので、庁内関係各課、先ほど議員もお

話されましたけど、横断的な取り組みをしなければこれは策定できませんので、横断的な取

り組みをしながら策定していくというそんな方向でおります。 

 また、この計画ですが、現在行われているさまざまな支援事業がございます。それらを何

ていいましょう、見返すといいますか、考察するとともに支援の全体像を村として描くこと

につながるなと、そんなことも考えております。よろしくお願いします。 

 以上です。 
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議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） 計画は策定するということでお願いします。 

 この支援を必要とする子供や家庭は依然多いという判断です。例えば多忙で役所に相談に

くることができないだとか、周囲の目が気になって手を挙げられないとか、そもそも自身が

貧困状態との認識がないということが挙げられております。 

 有識者会議の座長を務める宮本みち子放送大学名誉教授は、「独自の調査で実態を把握し、

学校教育の改革に取り組む先進的な自治体も出てきた。秋から始まる幼児教育、保育の無償

化は大きな前進だ。なぜかというと、貧困家庭は社会から孤立していることが多く、家庭環

境にさまざまな問題を抱えている。しかし、保育所などに通うことで少なくとも日中は質の

高い保育を受けられることができる。子供が通うことで親の社会的関係も広がる可能性が高

まる」と述べています。 

 また、今後の課題については、小中学校に配置されるスクールソーシャルワーカーの拡充

の重要性を述べております。「高校に進学すると、教育行政が市町村から都道府県にかわり、

関係が切れてしまう。生きるために必要な学力を身につけ、実社会に出るには学校だけの対

応では難しい、学校を中心に地域のさまざまな人材が参画する子供を見守る体制が必要で

す」と述べております。ぜひとも、そんなところを踏まえた生きた計画にしていただきたい

と思います。 

 次に、断らない相談支援について伺います。 

 これは、南箕輪村役場の窓口で断られたということではありません。先進的な事例で神奈

川県の座間市では、2015年度から全ての相談を断らず、丸ごと対応する窓口を市民生活援護

課に設けているそうです。相談者の困り事を丁寧に引き出すことを第一にしている。１人当

たり３時間かかることもあるそうです。厚労省によると、支援を必要とする人の60％は問題

を２つ以上抱えて、34％は３つ以上抱えている。病気で苦しむ80代の親が50代のひきこもり

の子供と同居している8050問題や現役世代が親の介護と子育てをするダブルケアなどがあり

ます。問題ごとに別々の窓口を回るうちに相談者の心が折れてしまう、孤立を深める可能性

もあります。現在、相談窓口は各課ごとにあるとは思いますけれども、職員の対応も私は非

常に好感が持てる対応をしてくれてるなと思います。 

 ただ、たまにしか来ない村民の方が、どの課の窓口に行けばよいかわからないことも多い

と思います。入り口で迷っている方にお声をかけて案内したことも何度か私自身も経験して

おります。 

 住民支援相談窓口とか大きく書いて「断らない相談窓口」とか「何でも相談に乗ります窓

口」とかいうような看板をつけて、今の体制でも私できると思うんですけれども、その中で

は職員のスキルアップというのが非常に重要だと思うんですが、その点村長、いかがでしょ

うか。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 断らない相談支援体制をということでありますけれども、端的に

申し上げますと、本村は断らない相談支援を実施しておるということで申し上げておきたい

というふうに思います。 

 議員御指摘のとおり、村に寄せられる相談のその中には個人の問題だけではなくて、ダブ

ルケア、虐待、本当に経済的困窮や親族不在など、複数の問題を抱えている事例が増えてき
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ております。したがって、うちの村におきましても、相談には１時間や２時間あるいは３時

間といったような本当に時間がかかるケースというのが増えてきておるというのが今の実態

であります。 

 現在、役場では、その職務上、相談内容が生活困窮なのか高齢者支援なのか、あるいは子

供に関することなのか、担当部署には分かれておりますけれども、寄せられた相談を内容ご

とにたらい回しするということは絶対しておりません。これだけはだめだよということで私

も厳しく指示をしておるところであります。したがいまして、寄せられた相談につきまして

は、複数の担当者で時間をかけて面談を行ったり、何度も面談を重ねておりますので、その

点はそんな御理解をお願いをしたいというふうに思います。 

 また、どこ行ったらいいのかということにつきましては、工夫をしてみたいというふうに

思っておりますけれども、昔は窓口に職員を半年ばかり置いた時期もありますけれども、こ

れは、ちょっと大変だなということでやめさせていただきました。そういうことをしなくて

もすぐ職員が飛んでいって声をかけるとかそういったことは、また徹底をさせていきたいと

いうふうに思いますし、かなり住民環境課の窓口では好評といいますか、住民からもそんな

よくやっていただいてるという話はいただいておるところでありますので、さらに徹底させ

ていきたいな、というふうに思っております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） 私もその点は評価しておりますのでよろしくお願いします。 

 複数の悩みを解決や改善に結びつけていくときに、こうした取り組みは時間の経過ととも

に変化する困窮者の状況を関係機関で共有し寄り添っていく伴走型の支援というのが必要に

なってくると思います。経済的な困窮者であれば、住まいの確保から就労、自立までの支援

につながります。課題は幅広い相談内容に対応できる、やはり先ほども言いましたが、人材

の確保だと思います。 

 内閣府が６月に出した経済財政運営と改革の基本方針2019の中にもきめ細かな伴走型支援

とあります。安心の福祉社会の構築には欠かせない取り組みですので、一つ、一歩進んだ取

り組みをお願いしたいと思います。その点、村長、いかがですか。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ワンストップの相談支援という話でありますけれども、本村の場

合には、子育て教育支援相談室あるいは健康福祉課が窓口となることが多いというふうにな

ります。どの部署で相談を受けても、必要に応じて複数の部署が一緒に対応するワンストッ

プ相談支援を今実施しておるところであります。必ず、ほかに関係するところがあれば集ま

ってもらって相談対応しておりますので、その点は伴走型の支援というふうになっておるの

かなというふうに思っております。 

 ただ、さらにこれを充実させていく必要というのは、これからさらにそういったことは必

要になってくるというふうに思っております。各機関の担当者が課題を共有していくこと、

このことも大切でありますし、また役場の中だけで済まない問題はあるわけであります。社

協だとか、いろんな事業者だとか、福祉事務所だとか、毎サポの機関だとかそういったとこ

ろとも一緒にやっていかなければなりません。そういったこともしながらというふうに今行

っておりますのでよろしくお願いをしたいと思います。 
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 さらにこういう社会情勢が混沌としてまいりますと、そういったことがさらに大切になっ

てまいりますので、その点はしっかりと対応させていただきます。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） 大変重要な相談窓口になりますのでよろしくお願いします。先ほ

どから言われる職員数の関係もありますけれども、しっかりと対応をお願いしたいと思いま

す。 

 最後に、この絵本の「ハナミズキのみち」という本が震災から ２年後、2013年の５月に

発刊されました。これ抜粋ですが、「どこまでも続くハナミズキの花。いのちをまもるハナ

ミズキのみち。うすもも色にけむる、春のけしきが目にうかぶ」この本の後書きには「亡き

息子の声におしえられて、わたしは今日も生かされていることに感謝しました。浅沼ミキ

子」。ことし春、８年６カ月が過ぎて、陸前高田市に高台へと続く津波避難路、ハナミズキ

のみちが完成しました。 

 以上で質問を終わります。 

議  長（丸山  豊） これで、１番、百瀬輝和議員の質問は終わります。 

 ただいまから３時40分まで休憩といたします。 

   休憩 午後 ３時１９分 

   再開 午後 ３時４０分 

議  長（丸山  豊） 休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。 

 ２番、山﨑文直議員。 

２  番（山﨑 文直） ２番、山﨑文直です。 

 先日の台風15号の千葉県を襲った被害、私もいとこが袖ケ浦市に住んでまして、その後テ

レビを見るたびに被害の状況が大きくなってくるのを見て電話したところですが、やっぱり

最初は電話通じませんで、３回目にやっと電話が通じて、非常に何を頼んだらいいかという

のもわからないということで、災害というのは、常に先ほどからも話が出てますけども、準

備をしているようでいよいよとなったときに対応の仕方がわからないという、こういうのが

現実だなというところで、足りないものがあったら送ってやるけどと言うけど、送ってもら

うにも来てもらう方法がなかなか見つからないという、こういうことなようです。早い復興

を祈るばかりでありますけれども、災害も常に準備するというのをやっぱり大切だなという

ことを感じたところであります。 

 私は、今回の質問で３点について質問をしたいと思います。 

 最初に、交通安全対策であります。 

 ７月から８月にかけてＰＴＡの方から何人かの皆さんといろんな話をしたり、電話をいた

だいたところであります。非常に悲痛な電話の中身もありました。というのは、この１学期

の時点で南箕輪小学校の通学路の範囲内で２件事故があって、校長先生もこれは大変だなと

いうことで、チラシをつくって生徒や保護者の皆さんにも配ったということであります。 

 その状況を聞こうと言って学校へ行ったところが、実はついこの間ももう一件ありまして、

都合この１学期の間に３件も事故があったということで、これが全てグリーンベルトの付近

における事故ということで、この学校の児童、生徒の登下校の時間帯での交通安全対策は非

常に大事なことだなということで質問するところであります。 
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 まず、私としては、交通安全対策の通学路におけるというところの部分について、やはり

前回私、高齢者の関係で質問いたしましたが、今度は児童、生徒に関する交通事故対策とい

う、こういうことで、やはりそれに対する安全対策は、ある程度の期間中に集中して取り組

む必要があるのではないかなということを非常に強く感じるところであります。 

 例えば、私は南殿に住んでいるんですけれども、南殿というところは学校に近いところで

あります。南殿、北殿は南箕輪小学校の近いところにあるわけです。最初は１人、２人の生

徒がうちを出て通ってくる間に友達と一緒になって、学校のそばに来ることによって大勢の

児童、生徒の数が道路を歩くことになるわけですけれども、そういう点では、やはりそれに

対する安全対策が必要になるのではないかなというふうに考えます。 

 いろんな方法があるかと思いますけども、グリーンベルトが今、年間計画で順次、先に延

びてるところでありますけども、全部が塗られる前に、一番先に塗ったところについては既

に色が薄くなったり、ほこりがかぶって見にくくなったりというような現象がありますので、

こんなようなところについてはもう一回塗り直しを、サイクルを早めるとか、薄暗い八幡神

宮のところにも通学路があります。そういうところでは、グリーンベルトでありますけれど

も、これがほとんど見えないという、そういう状況でありますので、そういう点についても

１つの工夫をしていくという必要が、明るい色にするとか、光り輝くような形で視認性が高

まるようなそういう工夫も必要なのかなと、いろんなことがあると思いますけれども、そう

いう点について、とりわけ今回私は南箕輪小学校の部分について言ってますけれども、南部

小のエリアも同じことは言えると思います。 

 そういう点でいわゆる通学路における安全対策、これをどこかで集中的に実施をしていく

ということが必要ではないかなと、こういうことでありますので、全体的な安全対策につい

て、村長から答弁いただきたいというふうに思います。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 交通安全対策についての全体的なという部分でございます。 

 もちろんこの交通安全対策というのは、通学路を含めまして全てにおいて重要となってく

るところであります。その対策というのは常に立てていかなければならないというふうに考

えております。 

 通学路の部分につきましては、後ほど教育長のほうから答弁を申し上げますけれども、グ

リーンベルトを特に集中的にできないかという、こういうことであります。集中的にすると

いうことは必要であるというその考え方は持っておるところでありますけれども、いろんな

事業がありますので、それは兼ね合いもあるということで、そんな点は御理解をお願いをし

たいなというふうに思うところでありますけれども、できるだけ早目早目にやっていきたい

という、このことは心がけてまいりたいなというふうに思っておりますし、また最初の部分

が既にという御質問がありました。この点につきましては、塗り直しということ、これも必

要かというふうに思いますし、また暗いところでも見えるというのは、これは技術的にどう

なのかという、その辺の検討もさせていただかなければならないところでありますので、即

答はできないところでございます。早めるということにつきましては、十分そんな考え方の

中でこれから進めていければというふうに思いますのでよろしくお願いをいたします。 

 交通安全の部分につきましては、これは児童、生徒だけの問題ではなくて、村民全体に言
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えることでありますので、いろんな対策が必要であります。 

 ただ、これは後ほどまた申し上げますけれども、かなり多くの交通安全の部分につきまし

ては要望もいただいておるところで、一番多いのは信号機の設置であります。これはなかな

か難しいという、こんな状況になっておるところであります。時間がかかりますけれども、

この辺も粘り強く交渉、要望をしながらというふうに考えておるところでありますし、まず

は歩行者も運転者も交通のモラルを守っていただく、この周知をしていかなければならない

というふうに思っております。 

 交通安全運動や交通安全週間のたびにそういったことを訴え続けておりますけれども、な

かなか交通事故が減っていかないという、この状況はあるわけであります。もう少しこの辺

の啓発活動を強化していく必要はあるというふうに考えております。 

 ただ、幾ら啓発活動をしても交通事故というのは起こってしまう部分もあるわけでありま

すので、これは常に粘り強くやっていかなければならないというふうに考えております。よ

く交通事故には特効薬がないというふうに言われております、本当にそのとおりだろうとい

うふうに思いますけれども、できる限り啓発活動を強化をしながら、また交通安全施設で補

えるところはできるだけ早くやっていくというのは基本的な考え方でありますけれども、た

だ村でできる部分と県や公安委員会の面というのが、部分があるわけでありますので、その

辺はそんな御理解もいただければというふうに思います。できるだけ前に進めてまいります

ので、よろしくお願いをいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 続いて、清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 議席番号２番、山﨑文直議員、安全対策の中でグリーンベルト

を特にということでお答えしたいと思っております。 

 議員お話のように事故が起きてしまいました。けがということで済んだわけですけども、

せつなくまた申しわけない思いでいっぱいでございます。 

 学校では、今議員お話のように文書等を含めて臨時の全校集会を持ち、子供たちに、飛び

出さない、とまって安全確認、グリーンベルトの上を歩く等の指導の徹底を図ってきており

ます。 

 グリーンベルトにつきましては、歩行者の安全確保を目的に平成24年度から村として施工

してきております。一番、歩道ができればいいわけですけれども、なかなか道幅が狭くて、

グリーンベルトの設置となっております。グリーンベルトを道路の両側に設置することがま

た望ましいわけでありますけれども、通学路は、この役場の前もそうですけれども狭い道路

が多く、片側のみの設置になっているのがほとんどであります。グリーンベルトは運転者へ

の注意喚起を促すものというふうに受けとめております。私も八幡森、気がついたときには、

時々掃くんですけれども、なかなか汚れとかいろんな状況があるかなというふうに思ってお

ります。 

 車両の通行もある狭い通学路については、車両が通れないと思われることもありますので、

現状のグリーンベルトの幅を広げるということは困難な状況にあるかなと考えております。 

 次に、輝きのある塗装や塗りかえのサイクルについてですが、今、村長も答弁されました

けれども、今までグリーンベルトは必要な箇所への設置、そして延長を実施してきておりま

す。 
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 今年度小学校それぞれの２校のＰＴＡ校外指導部を中心に実施している危険箇所点検の中

に、グリーンベルトの状況についての確認もお願いし、対策の必要な箇所については教育委

員会でも把握してきております。 

 このことも含め、通学路安全推進協議会がございます。この協議会でグリーンベルトの施

工方法、施工方法の中には塗りかえ等も含めてというふうに考えておりますが、それからあ

と、スクールゾーンというものの見直し、考え方等々そういうようなことをみんなで協議し

ながら、できることをしっかりやっていくと、そういう方向を描いております。状況を見な

がら予算の範囲もございますので、今のことをしっかりその中でやっていきたいなというふ

うに思っております。 

 子供の安心・安全、うんと大事なことというふうに受けとめております。よろしくお願い

します。 

議  長（丸山  豊） 山﨑議員。 

２  番（山﨑 文直） 私は、たまたまグリーンベルト、１つの工夫ということで挙げて

みました。先日も総合教育会議がされて、これ村長が主催なんですけども、教育関係者の皆

さんもお集まりということでも、こういう中でも何か具体的ないいアイデアというかそうい

うようなものが出たという経過はあるんでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 総合教育会議について、私からでよろしいですかね、はい。 

 今、議員御指摘、あるいは今答弁の中にもありましたように、具体的に動くとそこをうん

と大事にしていきたい。通学路の安全プログラムもございますが、今の協議会を踏まえなが

らしっかり動いていきたいというか、具体に動くという、そこをしっかり確認した総合教育

会議というふうに。議事録もアップしてありますので、よろしくお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 山﨑議員。 

２  番（山﨑 文直） ぜひ、高齢者の安全対策と同時に、児童、生徒の交通安全、目下

で集中的に取り組むというのをぜひこれから具体的な日程にのるような形で検討をされたら

いいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 ２番目のまっくんバスの停留所周辺の安全対策についてであります。 

 これは、まっくんバス、村じゅうの中を運行しておりますが、細い道から大きな道ありま

す。私は今回取り上げたいのは、ぜひかなり道幅の広い道路、例えば広域農道だとか、国道

だとかそういうところの両側にもまっくんバスの停留所が幾つか配置をされてます。一番の

問題としては、この間、大芝の方と話をしていたときに、大芝の神社の前にも１つ停留所が

ございます。そこに渡るには大芝の区の中から出ていくのに、特に横断歩道がないわけであ

ります。その近くの南のほうに交差点がありまして、そこには横断歩道がありますが、やは

りお年寄りやなんかは、そこまで行って交差点を渡って西の歩道に行ってバスに乗るという

のは非常にこの遠いところでありますので、時々横断歩道のないところを横断してるんで、

通勤時のときには非常に車が多いところがありますので、そういうところで見てると非常に

危ないなというような話がございました。かつて、大泉でも春日街道のところで、横断歩道

のないところで事故があったこともあります。 

 そういう点で、このまっくんバスの停留所周辺のところの安全対策、横断歩道をすぐつく

るということが可能かどうかというのはわかりませんので、バス停をどこに置くかというこ
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とと、横断歩道はいるかどうかという判断というようなところ、この辺について、今、村で

はどう考えを持っているのか。例えばある場所については、これから少し停留所の設置位置

を変更していくという、そういう考えもあるのかどうかと、この辺のところについての考え

をお聞きしたいというふうに思います。 

議  長（丸山  豊） 答弁求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） まっくんバスの停留所の横断歩道をという質問でございますけれ

ども、まっくんバスの停留所付近に新たに横断歩道を設置するということは、これは極めて

困難であるというふうに思っております。 

 したがいまして、バス停を若干動かすという、こういうことは可能かなというふうに思い

ます。この辺はまた検討していく必要があるというふうに思いますので、そんな御理解をお

願いをしたいというふうに思います。 

 ただ、信号機の付近にバス停をというわけにはまいりませんので、と同時に例えば、今お

話にありましたように大芝区から出てきたところを横断歩道、これなかなか難しいというこ

とでありますので、横断歩道の近いほうに寄せるというこういうことは可能ということであ

りますけれど、そうしますと区内からすぐ行けないという、こんなまた状況も生まれてきま

すので、なかなか難しいかなというふうに考えておるところであります。 

 それは横断歩道のことにつきましては、設置は難しいというふうに思いますので、そんな

点はそんな御理解をお願いしたいと思います。 

 バス停を動かすということにつきましては、これは村で決められることでありますので、

またそういう要望があれば実施をしていくことは可能であります。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 山﨑議員。 

２  番（山﨑 文直） 道路の性格にもよりますし、幅の広さ等にもよります。非常に横

断歩道をつくるということ自体も難しい、とりわけさっき信号の話が出ました。あえて私、

今回ＰＴＡの皆さんからも信号の話がありましたけれども、信号の話を取り上げてもすぐ実

現というのは非常に難しいなということで、あえて取り上げなかったわけですけれども、先

ほども出ました、できることからやるという意味で一つこの停留所のあり方そういう面で、

春日街道にお医者さんの駐車場に１回バスが入って、そこでとまっていくという非常にあの

アイデアはすばらしいなというふうに思いますので、そういう場所があれば一番いいんです

けれども、そういった工夫を前向きに引き続きしていただくような形で取り組んでもらいた

いなというふうに思います。 

 ２番目の質問に移ります。 

 会計年度任用職員制度についてであります。 

 先ほどの同僚議員からも細かく質問、答弁がありましたので、私の質問する範囲が非常に

狭くなっておりますけれども、私なりに少し質問してみたいなというふうに思います。 

 １番目ですが、この会計年度任用職員制度、非常に働く者の地方自治体等に働く労働組合

も長年要求し続けてきた部分でもあります。 

 それでいよいよ、平成17年に法制化されまして、来年の令和２年度の４月からこの制度が

スタートするわけであります。村でも先般、予算補正をして、このシステムを取り組んでい
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るというわけで、先日の全員協議会でも概要の説明がありました。それなりに進めていると

いうことについては敬意を表したいところでありますけれども、この12月議会での条例化と

いう予定のようであります。 

 ４月から始まるについて、12月で条例化をして、それに伴い、例えば規則の部分も出てく

るのかなと。先ほどの村長の答弁でも、まだこれからいろいろ詰めなきゃいけない部分があ

るかという部分で、来年４月にこの制度がスタートして、この任用職員制度が始まるわけで

すけれども、そういう点で採用する部分について募集等もかかってくるかと思います。そう

いう点で、ちょっと期日的に心配だなというような気持ちがあります。 

 上伊那全体で12月の議会に全市町村で条例化の案が出るということでありますが、この辺

について例えば、上伊那の中ではいろんな話し合いがされて、ある程度上伊那全体でこうい

うふうにしていこうというような協議があって、合意があった上でのこの12月議会条例提案

ということがあるのかどうか、この辺についてまずお聞きしたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 会計年度任用職員の問題であります。  

 その前に議長のお許しが出れば、交通安全のことでちょっと答弁させていただいてよろし

いかどうか。 

議  長（丸山  豊） はい、どうぞ。 

村  長（唐木 一直） もっと突っ込んだ部分があると思って控えといたら、次に移っち

ゃったもんですから。 

 議長のお許しが出ましたので、交通安全の件であります。 

 信号機の話は先ほど申し上げましたとおり、大変難しいということであります。 

 横断歩道の設置につきましては、信号機ほど時間がかからずに設置ができるのかなという

ふうに私自身は考えております。 

 また、９月の初めにありましたけれども、伊那建設事務所と道路河川・交通安全施設等の

現地調査をいたしました。その折も横断歩道の要望箇所を見たところでございます。 

 見る限りでは、これは余り時間を要しなくてもできるんじゃないかなという箇所もありま

すので、まずは通学道路の横断歩道の整備を早期設置できるように努力していきたいなとい 

くというふうに考えております。例えば、県道の吹上線の要望も出ておるところであります。

２カ所ほど出ておりますけれども、そのうちの１カ所をというふうに考えております。これ

は早期に実施ができればなというふうに思っておるところであります。塩ノ井や久保のほう

から来る皆さん、この横断、あそこはうちが増えてきたもんですからかなり必要かなという

必要性を感じたところでございます。そういったところは努力をさせてもらいますのでよろ

しくお願いいたします。 

 続きまして、会計年度任用職員の質問でございます。 

 上伊那８市町村全て12月議会であります。これは、統一して12月議会に出そうという、こ

ういうことではありません。この話し合いというのは全く持たれていないところでございま

す。それぞれの市町村の判断において12月ということで今進んでおるところでありますけれ

ども、一番はなかなか複雑な制度でありまして、９月議会に間に合わなかったという、この

ことは実態だというふうに思っております。膨大な作業が必要になるという、こういうこと

でありまして、９月に間に合わなかったという部分で、本村の場合も当初は９月にできれば
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なということで進めてまいりましたけれども間に合わなかったということで、12月議会の条

例提案ということで考えておるところでございます。12月議会の提案でもこれは十分間に合

うというふうに考えておるところでありますので、そんな点はそんな御理解もお願いをした

いというふうに思います。 

 これも何人かの議員の御質問にもありましたけれども、募集方法が大きく変わるというこ

とはありません。今までの募集方法でいけるというふうに思っておりますので、12月議会で

間に合うというふうに考えておるところであります。その提案する前にこの該当の皆さんと

の話し合い、それから組合の協議、これも済ませてしまわなければなりませんので、その点

につきましては、制度はしっかりと固まった時点で早急に進めてまいりというふうに考えて

おるところでございますので、よろしくお願いをいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 山﨑議員。 

２  番（山﨑 文直） 12月議会で十分間に合うということでありますので、よろしくお

願いします。 

 この制度、先ほどもありましたが、新しい制度でありまして、中身がまだ余り見えてこな

い部分もありますが、労働組合等でも長年の要求でありました。 

 こういう制度が出てくる中でよくなる部分もありますけれども、今後運用の中で心配な部

分も出てくるのではないかなというような思いもあります。給料表が適用されて、あと手当

の問題も、自治体によっては手当等が特に出てないとこですが、うちの場合は、ちょっと制

度が違いますけども、一応手当部分でも出てあるわけですね。こういう部分では確かによく

なる部分もありますが、私が、（２）のところに入っていきますけれども心配するのは、も

ちろん正規の職員で物事全て行政が回ればいいんですけども、先ほどの村長の話もありまし

たように、全ての職員、正規の職員というにはいかないという部分も現実の問題としては理

解ができるわけであります。 

 そういう点で、今後この制度が運用されていく場合に、正規職員を採用するという話もあ

りましたけれども、正規職員の採用割合が減ってきて任用職員制度が少しずつ増えてくる、

ウエートがそちらのほうへ傾いていくという部分があると、これは非常に心配な部分があり

ますので、そういう点、１年雇用ということでありますから、毎年毎年該当者に話がいって、

意向を確認してやってくことだろうというふうに思いますので、この辺についてもう一度、

村長としての南箕輪村として、この制度をいい制度として運用していくというその辺の思い、

決意等をもう一度お聞かせいただけたらというふうに思います。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） これ、先の質問にもお答えをしてありますとおりであります。 

 現在の労働条件、賃金等を基本として調整を図っていくと同時に、不利益とならないよう

な制度設計にしていかなければならないという、このことは申し上げたとおりであります。

そうしないようにやってまいります。これ、この議会の議事録も残りますので、そういうこ

とでお答えをしておきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 それと、この制度につきましては、フルタイム任用の職員とパートタイムの任用の職員と

いう２つの制度に分かれていくわけでありますけど、今のところ、本村の場合はフルタイム

ということは考えていないというところであります。ただ、これから先、そういった方も出
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てくる可能性というのはあるわけでありますので、例規整備というのはその都度必要になっ

てくるのかなというふうに思っております。 

 正規職員とのウエートがこちらに傾いていくことのないようにということでありますけど、

それはあり得ないというふうに思っております。これも今議会に提案をさせていただいてお

ります、職員定数の増というこの部分でお認めをいただければ、来年度の４月採用から正規

職員を増やしていくという、こういうことで考えて、今議会に提案させていただいたところ

でありますので、その点もよろしくお願いをしたいというふうに思います。 

 不利益にならないということ、これ繰り返しになりますけれども、年額報酬では増額にな

ってまいります。これ、基礎額も若干2.0という、うちは割り増し賃金出してましたので、

それで割り返してという、こういうことになりますけれども、基礎額をどうしていくのかと

いうところも、また再度考えていく必要がある、この人手不足の中で少しでも賃金的に有利

にしていかなければ人が来てくれないだろうなという、こういう思いもありますので、その

点も含めてこれから十分に検討してまいりますし、勤務時間も15分短くなってまいりますの

で、その辺の所作、手当もしていかなければならないというふうに考えておるところであり

ます。 

 休暇等につきましても、独自のものも織りまぜていきたいというふうに考えておりますの

で、悪くなるということはないというふうに思っております。これ、行政誰が担当しようと

も、こういう考え方でやっていただけるんではないかなと。私の時代はあとわずかでありま

すのでそれから先はまだわかりませんけれど、誰がなってもこのことは基本に据えてやって

くれるんではないかなというふうに思っておるところであります。 

 先の議員からも指摘がありましたけれども、附帯決議を十分尊重した運用、このことは当

然のことであり、十分尊重してやってまいりたいというふうに思っておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 山﨑議員。 

２  番（山﨑 文直） （２）の中で関連ですけども、通告書の中には特にうたってあり

ませんでしたが、例えばこの制度を生かされたときに、例えば仕事の安定性、雇用の身分の

安定性という部分考えたときに、報酬だとか手当の部分、休暇の部分もそうでありますが、

いわゆる共済制度というか、保障の関係ですね。例えば、正規職員でしたら公務災害という

適用になるわけですけども、このような点についてはどんな方向になるのかな、どういうも

のが適用されるのかなというのがわかりましたら、お聞かせください。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 基本的には適用になるということであります。 

 細かいことにつきましては、総務課長のほうから答弁申し上げます。 

議  長（丸山  豊） 藤田総務課長。 

総務課長（藤田 貞文） ほとんどの臨時職員の方がパートタイムは、全ての方がという移

行の中で、その勤務形態にもよって異なってくる部分もございます。社会保険、また雇用保

険に加入される方、そういった方々については、当然公務災害の適用にもなってまいります。 

 そういった中での運用ということで、ただし、日々雇用の方については、またこれからそ

の点もどんなふうな扱いになっていくかということは調整していくという部分にもなってま
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いりますので、また具体的にはそこはっきりしていないところでございますので、そんな御

理解でお願いをしたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 山﨑議員。 

２  番（山﨑 文直）この身分保障の部分についても非常にこの働く者にしては関心のあ

るところでありますので、さらに研究充実させていただくような形でお願いしたいというふ

うに思います。 

 とりわけ、こういう制度が運用されていくと、例えば社会福祉協議会だとかいろんな関連、

広域連合の職員とかそういうようなところのいろんな関連する働く人たちにも影響を与えて

いくんだろうなというふうに思いますので、ぜひ最初の段階で充実した制度に取り込めるよ

うな形での検討をお願いをしたいなというふうに思います。 

 （３）の件です。労働条件等についての制度でありますから、もちろん労働組合との協議

というのもこれから必要だというふうに思います。 

 この辺については、先ほども少し触れられておりますけれども、労働組合との協議はどん

な状況、これからの日程はどうなるのか、それが例えば、労働組合の加盟とかいう問題とい

うのは、こういうところでどんな考えが浮かんでくるんだろうなというふうなことをお聞き

したいなというふうに思います。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 労働組合の協議であります。これ、これからではあります。 

 ただ、先ほども申し上げましたように、不利益が生じないような制度ということでやって

いきたいと思っておりますので、この協議は協力といいますか、そういったことがいただけ

るんではないかなというふうに思っておりますし、これは法律で決まってる部分であります

ので、やっていかなければならないということであります。協議をいたしますけれども、協

議が成立しなかった場合でもこれは法施行ということになってまいりますので、その点はそ

んな御理解もお願いをしたいというふうに思います。できるだけ協議が調うように進めてま

いりたいというふうに考えております。これからということでありますのでよろしくお願い

いたします。できるだけ早くそういった機会を設けてまいりたいという、ただ、いずれにい

たしましても、こちらもまだ、段階的に詰めていかなければならないところがありますので、

それがきちんと固まり次第、組合とも協議をしてまいりたいと思っております。 

 それから、そういう皆さんが組合の加入という、こういう部分でありますけれども、それ

は私どもが考えることではございませんので、そんな御理解でお願いをしたいというふうに

思います。それは労働組合としてどうするのかという問題でありますので、よろしくお願い

いたします。 

 それから、もう一点、広域連合だとかそういった話が出ました。社協は別といたしまして

も、広域連合や一部事務組合につきましては、これは全て適用となってまいります。既に広

域連合、これは伊那市に準ずるという部分もありますし、うちが加盟しております伊那中央

病院を含めます行政組合につきましては、既に説明があったところでありまして、ほとんど

本村と変わらないような状況の中で運用をしていくという、こういうことで説明を受けたと

ころでありますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 山﨑議員。 



112 

２  番（山﨑 文直） 新しい制度ということで産みの苦しみというのもありますので、

ぜひ引き続き丁寧な説明と協議を重ねていただいて、できれば両方とも合意に達して実施が

できるような形の努力をお願いをしたいなというふうに思います。 

 ３番目の質問に移ります。障がい者生きがいセンター「ぽっかぽかの家」の運営について

であります。 

 お配りいただきました事務局からの資料、これ、ぽっかぽかの家のパンフです。１枚役場

にあったのをいただいてきたところであります。社会福祉協議会で運営している施設であり

ますけども、設置者は村ということで村が主導的な立場にあるということでの今回の質問で

あります。 

 ぽっかぽかの家、大芝の老人ホームの西にあるグラウンドの横にある障がい者生きがいセ

ンターの中のひまわりの家の横に設置をされている施設であります。地域活動支援センター、

高齢者と障がい者の交流施設ということで運営されてます。 

 私もこの中にあります、中段にあります、クラブ活動というところで、木曜日の食事会と

いうのを私も時々利用させていただいております。非常に安いお金の中で皆さん工夫してい

ただいて、おいしい料理をいただいてきております。 

 そういう中でいろんな人との交流をしてきて、食事の後はカラオケをやったりとかそうい

うふうなのもありますし、あそこにいるひまわりの家の働いている皆さんも何人かは、その

食事会に来たりして交流を図ってるという、非常にすばらしいなと。あと、切り絵の日もあ

りますし、絵手紙の日もあります。そういう点でユニークな施設でありますし、とてもいい

なと思います。１つは、あそこの意思ですね、大芝の静かな環境の中で交流ができる、それ

から周りの公園等が緑がありまして、今度、建物は建てますから、幾分緑が少なくなるのか

なというふうに思いますけども、ああいう静かなところでの高齢者の皆さんや障がい者の皆

さんの交流がされてます。特に心の病を持った方だとかそういう人たちも利用されてます。

非常に落ちついて交流をしてる風景を見ると、こういう施設、すばらしい施設だなというふ

うに思います。 

 できれば、もうちょっと皆さんにこういう施設があるというのを知ってもらって、もっと

もっと利用する人が増えることがいいんだろうなと思ってます。特に南箕輪に設置したこの

施設の中でも、私は、外に向かってもっと自慢をしていい、すばらしい施設だなというふう

に思っております。 

 そういう意味で今までも利用させていただいてきてるところでありますが、ここのところ、

もと、そこに利用していた方だとか、働いてる方とかいろんな人から、少し苦言等がありま

したので、今回の質問に至ったわけでありますけども、ここんとこ利用がしにくくなったと

いうようなことで、前には利用してたんですけど、ここんとこ行ってないんだよと、いうよ

うな話が聞かれます。 

 そういう点で、まず、ここの施設のこの数年の利用者の動向というのがどんなふうなのか

なというのを知りたくてありますので、まず利用者の動向はどんな変化があるんだろうかと

いうのをお聞きしたいというふうに思いますが。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 利用者の状況でありますけれども、１日平均で17名程度が利用し

ておるのが今の現状であります。ほぼ横ばいの状況、このことが続いておるところでありま
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す。 

 質問の中にありましたけれど、もっとＰＲという、このことにつきましては、そういう必

要性も感じておりますので、社協に指定管理契約によりまして運営を委託しておりますので、

社協のほうでもっと宣伝に力を入れてもらうようにお願いはしてまいりたいなというふうに

思っております。 

 もともと、このぽっかぽかの家につきましては、こういう形態にということではなかった

わけであります。共同作業場が狭くなるので、できる補助金を使って建てとこうということ

でつくったのがきっかけでありますけれども、そうはいっても目的外に余り利用するわけに

はまいりませんので、こういった施設になったところでございます。いろんな切り絵だとか

絵手紙だとかそういった話がありましたけれども、音楽や文化、レクリエーション活動、か

なりの交流の部分で役割を果たしているのかなというふうに考えておるところでございます。 

 以上です、 

議  長（丸山  豊） 山﨑議員。 

２  番（山﨑 文直） ほぼ横ばいということでありますが、私のところに来たいろんな

意見の中で、ここんとこ、どうも利用しにくくなったという話がございました。 

 いろんな話の中で、ここの施設の中にもありますが、例えば相談室が、相談室ってあるん

だけれども、相談室が何か使えないようなんだよ、とかいう話もありました。 

 そういう点で、ぜひこの運営の方法、中の今の現在の利用状況こういう中を調査していい

ただいて、いい施設ですのでもっともっと利用が増えるような努力をぜひ社協に対しても、

村として指導、助言等をしていっていただくことがいいのかなとこういうふうに思いますの

で、この辺のところ、再度確認のために村側としての考えをお聞かせいただきたいなという

ふうに思います。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） この施設につきましては、設置をしたときと運用や利用方法等は

変わったということではありませんので、今までどおり利用をしていただければなというふ

うに思っております。 

 ただ、その中で利用がしにくくなったという声があるということでありますので、この辺

はどういった部分で利用がしにくくなったのか、担当課へ話をしていただければ、１つずつ

解決をしていかなければならないのかなというふうに思っておりますので、その点はよろし

くお願いしたいと思います。変わっておりませんので、私自身は今までと同じだろうなとい

うふうに思っておりました。 

 利用しやすい施設になるようには心がけてまいりますので、具体的な部分がありましたら、

担当課のほうと詰めていただければというふうに思います。社協へは、その旨はしっかりと

お伝えをしたいというふうに考えております。 

 また、じき障がい活躍交流センターの新築工事が始まってまいります。これも社協に委託

していきたいという考え方でありますので、社協の仕事というのもかなり増えてきておりま

すし、大きくなってきております。この辺も考慮しながらというふうになろうかというふう

に思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 山﨑議員。 
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２  番（山﨑 文直） 新しい施設もすぐ横にできます。そういう意味では、村としても

設置者の責任として社協とともにいい利用ができるような努力を今後ともひとつ積極的にや

っていただくということを要望しながら、私の質問を終わりたいと思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） これで、２番、山﨑文直議員の質問は終わります。 

 なお、３名の議員の質問が残っておりますが、明日18日の午前９時から一般質問を続ける

といたしまして、本日はこれにて散会いたします。 

 お疲れさまでした。 

事務局長（松澤 さゆり） 御起立願います。礼。〔一同礼〕 

議  長（丸山  豊） お疲れさまでした。 

 

   散会 午後 ４時２９分 
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議 事 日 程（第３号） 

令和元年９月１８日（水曜日） 午前９時００分 開議 

 

第１ 一般質問（質問順位第７番から） 

      ３番  原   源 次 

      ５番  笹 沼 美 保 

      ４番  藤 城 栄 文 
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○出席議員（１０名） 

 １番 百 瀬 輝 和   ６番 都 志 今朝一 

 ２番 山 﨑 文 直   ７番 加 藤 泰 久 

 ３番 原   源 次   ８番 小 坂 泰 夫 

 ４番 藤 城 栄 文   ９番 三 澤 澄 子 

 ５番 笹 沼 美 保  １０番 丸 山   豊 

 

 

○欠席議員 

   なし 

 

 

○説明のため出席した者 

村 長 唐 木 一 直  住民環境課長 清 水 恵 子 

副 村 長 原   茂 樹  健康福祉課長 堀   正 弘 

教 育 長 清 水 閣 成  子育て支援課長 唐 澤 孝 男 

総 務 課 長 藤 田 貞 文  産 業 課 長 出羽澤  平治 

地域づくり推進課長 田 中 俊 彦  代表監査委員 原     浩 

会計管理者 松 澤 厚 子    

財 務 課 長 唐 澤 英 樹    

 

○職務のため出席した者 

   議会事務局長   松 澤 さゆり 

   議会事務局次長   髙 木 謙 治 
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会議のてんまつ 

令和元年９月１８日    午前９時００分 開議 

 

事務局長（松澤 さゆり） 御起立願います。〔一同起立〕おはようございます。 

〔一同「おはようございます」〕御着席ください。〔一同着席〕 

議  長（丸山  豊） お疲れさまです。 

 ただいまの出席議員数は10名です。定足数に達していますので、本日の会議を開きます。 

 会議に入る前に御報告いたします。本日、藤澤建設水道課長、伊藤教育次長が病気療養の

ため、欠席する旨の届け出がありました。 

 日程第１、きのうに引き続き一般質問を行います。 

 先に、きのうの山﨑議員の質問に対し、清水教育長より訂正がありますので、お願いいた

します。 

 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） きのう、山﨑議員に対しての答弁の中で訂正がございます。よろ

しくお願いします。 

 今年度の第１回総合教育会議、８月７日に行われたわけですが、私ホームページにアップ

されてるというふうにお伝えしたと思いますが、もう少しでアップでございますので、御了

解をいただきたいと思います。原稿はございますが、もし必要があればお届けします。よろ

しくお願いします。 

 それでは、質問順に発言を許可いたします。 

 それぞれ、的確な質問、答弁をお願いいたします。 

 議席番号３番、原源次議員。 

３  番（原  源次） おはようございます。議席番号３番、原源次です。 

 どういうわけか、本日新人議員３人の質問になりました。よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 主に３項目について村長に御質問します。 

 まず、第１点、大芝高原の観光事業のことです。大芝高原は、平地林を活用し運動施設や

ウオーキングを中心とした健康施設、また子供から大人まで、ゆったりとした気持ちになれ

る自然の場所として、今までも近隣の園児や小学生の遠足のメッカとして、さらに人気も高

くなっております。また、道の駅にも登録され、施設や環境の整備も充実が図られてきまし

た。昨日も同僚議員より同様の質問がありましたので、ダブるところもあるかと思いますが、

御質問します。 

 村長より道の駅１年を迎え、それなりの効果あったとのことの報告がありました。大芝高

原の知名度が上がった。県外ナンバーの車も含めて来場者が増えた。味工房の売り上げが伸

びた等々成果の報告がありました。村長自身が開駅１年を迎え、本当の効果が上がったと思

うことはどこかお尋ねします。よろしくお願いします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ３番、原源次議員の御質問にお答えを申し上げます。 
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 大芝高原の観光関係でございます。 

 道の駅開駅１年で成果という御質問であります。御承知のとおり、大芝高原は村民の憩い

の場であり、同時にここら辺の近隣の皆さんにも親しまれている高原であります。村では癒

やしと健康の森ということで、位置づけながらやっておるところであります。このことは、

先人の皆さんが広大な平地林を残していただいたおかげであります。そんなことで今がある

のかなというふうに考えておるところであります。 

 効果でありますけれども、一番感じておるのは、やはり県外車が増えてきたということ、

このことは端的に増えてきております。私も気になりますので間があるときに、土日に若干

駐車場を見に行きますけれども、本当に以前と比べて県外車が多くなってきておる。このこ

とは目に見えて出てきておるところであります。 

 そのほかの問題としましては、この経営面にかなりよい影響が出ているのかなというふう

には思っております。味工房につきましては、平成29年度の売り上げが4,870万円でありま

したけれども、平成30年度の売り上げが約7,300万円と、1.5倍の売り上げの伸びとなってお

ります。これは平成30年４月に味工房のリニューアルオープンがあったためでありますし、

平成30年７月の道の駅単体での効果というのは、明確というわけではありませんけれども、

そういった総合的な面で見ますと、そんな状況になっております。 

 先ほども申し上げましたが、徐々に駐車場の車は増えておりますし、県外ナンバーの増と

いうように、大芝高原を利用する人の居住エリアが広がってきているというように感じてお

ります。特に、また週末のこの駐車場には、県外ナンバーのキャンピングカーが、かなり目

立ってきておるのも、特徴であるというふうに考えております。 

 味工房直売所では、道の駅の切符がよく売れております。また、県の企業局でつくった西

天用水路の発電カード、この辺もよく売れておるところでありますし、大芝荘では道の駅大

芝高原などのホームページを見たという人から、道の駅大芝高原についての問い合わせも、

増えてきております。また道の駅大芝高原で、イベントを開催したいという問い合わせも来

ているということであります。そんなところが大きく変わってきたのかなというふうに思っ

ております。このことも御指摘もいただいた面もありますけれども、インターネットの道の

駅というキーワードの検索を通して、村や観光協会、道の駅大芝高原のホームページがいろ

いろな趣味、趣向を持った人たちの目にとまるようになったんではないかと、推測をされて

おります。 

 さらにまた、各種イベントの参加者などが行うＳＮＳでの情報発信、このことも後押しを

しているのではないかと考えております。で、味工房のことを申し上げましたけれども、大

芝の湯であります。入場者は年々減少傾向にあります。近隣の同様の施設も減少しており、

これは全体的な温泉離れが見受けられる中でありますけれども、他施設と比較して減少幅は

今までは少なく、しかしこの道の駅登録後、今年度に入りましては、４月から７月の４カ月

間でありますが、入浴料で比較しますと12.7％の増となっております。入湯税も４月から８

月までこれは５カ月間でありますけれども、177万円ほど増えております。こういったこと

を見れば、大芝の湯自体の皆さんの頑張りもあるわけでありますけれども、道の駅の効果が

あるんだなということで感じておるところでございます。 

 また、屋内運動場の人工の芝生化、味工房のリニューアルオープン、道の駅大芝高原の開

駅、各種イベントの開催の増加や情報発信の工夫など、さまざまな面が合わさっての効果が
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出てきているというふうに思っております。道の駅の開設によりまして、大芝高原の来客の

層が大きく変わっています。これまでは村内外の近隣の方の来客が中心であったところです

が、県外ナンバーの車も多く見られるようになりましたんで、遠くからの道の駅の立ち寄り

が多くみられるということにつながっております。 

 課題といたしましては、遠方からの立ち寄り客が多くなってきておりますけれども、必ず

しも直売所の売り上げアップにはなかなか結びついていない、このことは難しいことかなと

いうふうに思っておりますので、購買に結びつく工夫をしていく必要があります。 

 また、昨年は旅行者の皆さんを対象に、50名の方々ではありましたけれども、アンケート

調査を実施をいたしました。旅行の期間というのは７月から９月が約３割、10月、11月これ

からが約７割というような結果となっております。年代ではおおむね60歳代から70歳代が多

くなっております。方面では関東甲信越、東海、それぞれが25％以上ということであります

ので、この辺が主なおいでをいただく地域かなというふうに感じておるところであります。

夏季は夏場でありますけれども、合宿等で若者が増えます。アンケートから若い年代の旅行

者獲得が課題と言えます。また、今まで開催したイベントなどについても、内容や開催方法

を工夫しながら、住民なども参加しやすい楽しめるイベントに、変えていかなければならな

いと思っております。この辺も議会の御質問・提言の中で、これからはそんなふうにさせて

いただければというふうに考えておるところであります。 

 また、開駅をして１年になり、開駅効果がこれから薄れていくことが想定されます。１年

間は効果が出ると、こういうことでありますけれども、年数がたつにつれて、効果が薄れて

いくんではないかそういうことが懸念されますので、その辺は商品の魅力を高めたり、また

一番は何々があるから寄ってみようというような、そういった物をつくっていく、このこと

が大切かなというふうに思っております。そんな点にも力を入れていければと考えておると

ころであります。 

 開発公社関連施設でありますけれども、この５カ月間で去年は初期投資の費用面もありま

したけれども、単純な比較で申し上げますと、1,000万円ほど改善ができております。これ

は本当に大きなというふうに考えておるところであります。大芝高原の管理につきましては、

幾ら頑張っても公園管理、これはお金がかかるだけでありますので、これに約2,700万円、

また水中歩行浴の健康施設を大芝の湯に併設をしてあります。この管理が約1,000万円であ

ります。合わせまして約3,700万円ほどが、これは収益を除いてもかかっている費用という

ことであります。少なくともこの部分だけで委託料が指定管理者の委託料が済めば、これは

本当にすばらしいことだなというふうに、私自身は考えておりますので、こういった収益改

善がここまで進んでいくように、また努力はしてまいりたいなと思いますので、効果はある

ということでお願いをいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 原議員。 

３  番（原  源次） 大芝高原、ますます人を呼べるように、よろしくお願いします。

また今後の課題を述べられましたが、ちょっと重複するかもしれませんが、村や観光協会の

主催の各種イベントを行っていますけれども、継続性をどのように高めていくかとか、大芝

荘の誘客にどのように関連づけるか、それから防犯対策として防犯カメラの設置、または遠

方から来られるＥＶ車を対象に充電箇所の増とか、今後の課題をどのようにして捉えていま
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すか。 

お尋ねします。よろしくお願いします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 先ほど申し上げましたように、１年目は効果は出ますけれども、

これからだんだん年数がたっていきますと、道の駅の効果というのが薄れてくるということ

であります。今、原議員が御指摘いただいたようなことは、充実をさせていかなければいけ

ないというように思っております。ＥＶの関係の充電施設につきましても、いち早く取り入

れましたけれども、１カ所でありますので、これも増設していく必要性は感じておるところ

であります。イベントの集中的な開催、それから何よりも先ほども申し上げましたけれども、

目玉をつくっていくという、このことは常に追求をしていかなければならないというふうに

考えておるところであります。 

 また、それぞれのお立場で御提言もいただきながら、よりよい道の駅となるように努力を

してまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 原議員。 

３  番（原  源次） もう一つですが、知り合いの運転手さんにお聞きをしましたけれ

ども、道の駅までの誘導案内が少ないということであります。私も実際に見に行きましたけ

れども、道の駅案内板はありますが、公園内に入ると、あそこに屋内運動場、それから大芝

の湯、味工房がありますが、大型トラックの誘導案内看板ですかね、が少ないような気がし

ます。多分間違いはないと思いますが、もしできましたらそういうような看板にも力を入れ

ていただければいいかなと思ってますので、よろしくお願いいたします。 

 次にいきます。今、働き方改革で旅先で仕事、ワークと休暇、バケーションを両立する新

しい働き方、ワーケションへの注目度が県内で高まっている、こんな記事が新聞に出てまし

た。記事では駒ヶ岳の千畳敷で無線ＬＡＮを使用し、仕事をこなし、合間には雄大にアルプ

スに癒されたと、仕事の能率アップやストレス軽減の効果が期待できるワーケションの体験

ツアーを企画したとありました。旅先で仕事に追われ、リゾート気分が味わえなくなってし

まっては、せっかくの休暇も台なしだ。それでも関心が高まる背景にはふだんと違った環境

で働くことで、能率アップ等効果があると思います。 

 大芝高原でも来年度から宿泊施設が増築されるので、この機会に積極的に取り入れてみて

はどうでしょうか。そこで家族と来て休暇を楽しみ、間に仕事をする、そんな施設と大芝高

原の癒やしを感じてもらえればよいと思います。そこでワーケション事業の取り組みの考え

はどうか、お伺いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ワーケション事業の取り組みの考え方につきましての御質問でご

ざいます。 

 御指摘のとおり、ワーケションは2000年にアメリカから始まりました。ワークとバケーシ

ョンを組み合わせた造語で、おおむねリゾートの環境のよい場所で休暇を兼ねて、リモート

ワークを行う労働形態というふうに位置づけられております。事業所では旅行をしているの

に出勤扱いにするという、こういう形態がとられているようであります。日本では何と言っ

ても、この有給休暇の取得率が低く、休暇中にも職場へ連絡を入れる場合が多く、ＩＣＴの
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整備が進んでおりますある企業が、ワーケションを導入したことによりまして、日本も旅を

しながら、仕事をする仕組みが広がりつつあるというふうに言われておるところであります。 

 ただ事業所によっては、その状況は違うようでありますけれども、またワーケションと似

ているものとしては、リモートワークやテレワークなどがあります。この辺もしっかりと取

り組んでいく必要があると思っております。あらかじめ会社に届けた場所や離れた場所等で、

例えば在宅や遠隔地の本来の職場環境と異なる職場等で仕事を行う、こういった二つの事業

と組み合わせていってもいいのではないかなというように思っております。 

 大芝高原には一部ｗｉ－ｆｉの環境ができておりますし、旅行を楽しみながら仕事もでき

る、ワーケションには適していると考えております。最適な場所であるのかなというふうに

思っております。たまたま今年、これから事業着手でありますけれども、地方創生拠点整備

交付金事業でお試し住宅、コテージを建築しております。この事業では田舎暮らしを楽しみ

ながら、観光交流人口の獲得、二地域居住に興味を持ってもらい、究極は村への移住定住を

目的としておるところであります。 

 現在計画しているコテージにつきましては、全国的に多くのファンを持つログハウスのモ

デルの一つで、大芝高原の環境で田舎暮らしを体験するのは打ってつけの建物ということで、

設計となってまいります。現在も農学事業で旅行プランの造成に取り組んでおりますし、ま

た事業所の職員旅行に農業体験と観光プランを売り込みも行っております。今年度その成果

が出て一事業所が訪れていただきました。こういったことが関係人口の増加、農村の魅力ア

ップ、あるいは、その先は都市部での農産物の販路拡大などにつながってくると思います。

そのＰＲにも取り組んでまいります。 

 そうした機会を通じまして、まずはワーケションの旅先に選ばれる取り組み、このことは

模索をしていきたいなというふうに思っております。この実現に向けては、それぞれ各課に

またがる問題もありますので、庁内にプロジェクトチームをつくって、検討を始めたいとい

うふうに思います。よろしくお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 原議員。 

３  番（原  源次） もしそういう機会がありましたら、ぜひよろしくお願いしたいと

思います。 

 次に、セラピーロードについてお尋ねいたします。 

 セラピーロードの安全歩行についてです。公園内にあるセラピーロードは、健康志向が高

まって利用者が多数いると思われます。利用してみるととても環境がよく、また歩きやすく

整備され、安全に歩行ができ気持ちがよいです。ただ歩道に照明がなく早朝、夕方には少し

暗く不安であります。これからは日が短くなります。せめて交差点だけでも、道案内に照明

等をつけ少し明るくしてはと考えました。お考えをお伺いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） セラピーロードの安全歩行の問題であります。 

 この森林セラピーロードというのは、御承知のとおり村も取り入れてからこれ久しいわけ

であります。全国では62カ所が誕生しており、科学的な根拠に基づいて認定がされておると

ころであります。こういった中で、本村のセラピーロードも村民を初め近隣の皆さんから、

健康の場としてかなりの皆さんがウオーキングを楽しんでいただいております。平均すると

１日200人ぐらいかなという、そんな状況であります。 
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 ただ、このセラピーロードで夕方とか朝暗くなるから照明をというような、この質問であ

りますけれども、これはちょっと森林セラピーロードの森には、街灯など幾ら少ない部分で

設置しても、一般的にはこれはマッチしないんじゃないかなと思います。したがいまして、

この人工的な設置というのは好ましくないというように、私自身が考えておりますので、そ

の点はそんな御理解をお願いできればというふうに思っております。 

 時間帯を考えて歩いていただくということが、一番いいのかなと思いますし、セラピーロ

ードの中にごく少ない基数とはいえ、街灯を設置するということは、これは好ましくないと

いうふうに私自身は考えておりますので、そんな点はそんな御理解をいただければなという

ふうに思っております。自然を利用してのセラピーロードでありますので、できる限り自然

の中で歩いていただく、このことをＰＲをしながら、さらには早い時間とか、暗くなってか

ら歩くというのは、なかなかこれ危険性もありますので、そういったことを避けて歩いてい

ただくようなＰＲもしてまいりたいなというふうに考えております。 

 以上であります。 

議  長（丸山  豊） 原議員。 

３  番（原  源次） わかりました。次にいきます。項目の２番目です。大泉川の環境

整備についてお伺いします。 

 大泉川は大泉所山から発し、天竜川にそそぐ全長約11キロ余りの川で、川沿いの住民はよ

く利用したと言われています。特に大泉区ではなくてはならない川です。昔から飲用水、か

んがい用水として利用していました。昔の人の話を聞くと上流ではよく水争いがあったよう

です。また、近隣地区では川の清掃などをして、大事に川の管理をしていたようですが、今

現在の各地区の取り組み状況をお伺いしたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 大泉川の環境整備の質問でございます。 

 大泉川に関係する区につきましては、大泉区、田畑区、南殿区、この３区があります。か

つてはこの３区に五つの河川愛護団体が、それぞれ別々の場所で美化活動を行っていただい

ておりました。活動内容といたしましては、河川内外の草刈りや支障木の撤去、ごみ拾いな

どを行っておりましたが、中には堤防に植栽されました桜の木などの剪定やアメシロの駆除

作業などの美化活動を行っている団体もあります。 

 御指摘のありました大泉橋、春日街道から下流の越場橋の範囲は、近年本当に樹木の繁茂

によりまして、荒廃状態になっております。以前は愛護団体がありましたが、一定のこの大

泉川の河川整備という部分で完了したことに伴いまして、解散をしたということで、活動が

なくなってしまった。そういうことが影響しているのかなというように思っております。現

状ではこれは対応なかなか難しいということでありますので、大泉川を管理をしております

県へ要望活動を強めておるところであります。 

 さまざまな愛護団体が活動していただいておりますが、一定の整備が終わったところで解

散という団体もありますので、この辺が課題かなというふうに思っております。で、昔は大

泉川には大泉川上流期成同盟会と大泉川の下流の期成同盟会二つの同盟会がありましたけれ

ども、下流につきましては、先ほど申し上げましたように一定の整備が終わったということ

で、これ期成同盟会解散になっております。今大泉川区を中心としながら、大泉川の上流の

期成同盟会が積極的な活動をしていただいております。 
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 特に、大泉区の皆さんにはこの堤防沿いに桜を植えていただいたり、あるいは定期的に管

理をしていただいたりと、この環境美化に努めていただいておりますことを、本当にありが

たく思っております。これからもこんな活動を続けていただければと思いますし、下流につ

きましては、またこれは県の力も借りながらということになりますので、順次整備はしてい

く必要性は感じておりますし、この後の質問にもありますけれども、何回かそんな整備はし

ておるところであります。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 原議員。 

３  番（原  源次） 今、村長も言われましたが、これからは大泉の宣伝をしようかと

思いました。大泉では役場と連携して大泉川の上流治水砂防促進期成同盟会、それから一部

分ですけれども、区民総出の清掃で年１回草刈り等の管理をしております。また、これも宣

伝ですが、平成23年から大泉川を美しくする会を発足し、現在会員が67名います。 

 桜の木を植えたわけですが、平成24年に土手に桜の木を植えたわけですが、昨年から花を

咲かせるようになり、成木になりつつあります。土手は清掃ができても、河床までは手が回

らない状況であります。また、管理ができていない一部区間、今も村長言われましたように、

春日街道下の一部分は特に手が入っていません。アカシヤ、ヨシなどが繁茂しており、局地

的大雨が降ると川が氾濫する恐れがあります。防災マップによると大変な被害が発生する恐

れがあると思います。 

 １級河川でなかなか難しいかと思いますが、県の管轄とは思いますけれども、ぜひ河床、

土手等の環境美化、整備について、よろしく県のほうに働きかけていただければと思います

が、どうでしょうか。お願いします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 今、大泉区の取り組み状況につきまして、原議員のほうから御紹

介がありました。 

 大泉川を愛する会をつくっていただきまして、桜を植えたり整備をしていただいたりとい

うことで、本当にありがたく思っておりますし、桜も咲きだしたということでありますので、

また大泉川にも蛍が発生をしてきたという、こういうことでこういった活動がそういったこ

とにつながっているのかなというふうに思っております。これからもよろしくお願いをした

いと思います。 

 まさに、こういった活動が村が行うということでなく、地区でやっていただく協働の活動、

こういうことになるんじゃないかなというふうに思います。きのうも盛んにそんなお話もい

ただきましたけれども、地域でできることは地域でという、このことが大切かなというふう

に思いますし、その模範的な一部ではないかと思っております。 

 御質問の大泉川の河床につきましては、この樹木の繁茂や土砂の堆積、防災上も危険な状

況にあります。以前から河川整備の要望も上げておるところであります。これまでも４年前

に越場橋下流、３年前には高根橋上流、２年前には高根橋付近、昨年度は荒井坂橋下流を小

規模でありますが、土砂の撤去を県で実施をしていただきました。 

 今年度は予算配当がかなり多くつきました。大泉川上流で一番も問題となっている中央道

から西の荒廃状態の場所につきまして、約150メートルの広範囲を実施をしてもらえること

になりました。したがいまして、今年度は本当にありがたいなという状況になっております。
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来年度以降も広範囲に実施していただけるように、引き続き県への要望活動を強めてまいり

たいと思っております。よろしくお願いをいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 原議員。 

３  番（原  源次） 一部予算がついたようで、大変喜ばしく思います。ぜひ春日街道

下の大変荒れてるところも手をつけられるように、ぜひ要望のほうをよろしくお願いしたい

とそう思います。 

 次にいきます。小動物対策についてお伺いします。害獣被害についてですが、害獣とは一

般的に人間活動に被害をもたらす哺乳類に属する動物一般のことを言ってるようです。また

家畜や飼育されている哺乳類以外の動物とも言われています。国内に見られる害獣は大きい

ものから熊、イノシシ、鹿、猿、ハクビシン、イタチ、キツネ、タヌキ、アライグマ、猫が

ほとんどです。害獣は人間の多い地域を狙うのが特徴で、今は山間地だけではなく、都市部

でも出没している様子が新聞紙上を騒がしています。 

 被害の中でも特に大きいのが農作物の被害です。私の家もトウモロコシがちょうど食べら

れるかなと思って収穫に行きますと、いつの間にかハクビシンだと思いますが、やられてて

食べられないというようなことに、被害が広がっております。被害は人間を含む全ての生態

にとって深刻化になりつつある問題になっています。そこで南箕輪村の野生動物の被害の状

況と対策はどうですか、お伺いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 野生動物の被害状況に対する御質問であります。 

 野生小動物の被害の当村の状況では、カラスだとか、土鳩だとかの鳥類ほかには、キツネ、

タヌキ、ハクビシン等による農作物の被害があるところであります。ただこの被害につきま

しては、他市町村と比べると圧倒的に少ない額でありまして、本当に南箕輪村は恵まれた地

域であるということは、有害鳥獣の被害の状況から見ても、そう言えるではないかなという

ふうに思っております。 

 対策といたしましては、カラスや土鳩につきましては、村の鳥獣被害対策実施隊というの

がありますので、春と秋にこの銃による駆除が行われているほか、捕獲檻を数年設置して対

策を行っております。なかなか、しかしこれは実効性が乏しいという部分もあるわけであり

ます。で、キツネやタヌキ等の小動物につきましては、やはり村の鳥獣被害対策実施隊の隊

員が個々にわなによる駆除を行っているほか、役場に駆除依頼がありましたものにつきまし

ては、その都度実施隊員に捕獲を依頼をしておるところであります。 

 今年度の実績でありますけれども、現在のところまでであります。カラスが５羽、キツネ

が６頭、タヌキ２頭、ハクビシン１頭を駆除をしている状況であります。近年は農作物への

被害のほかに、工場の敷地内にキツネが出没し、鳥の食べかすを残していって困るというよ

うな被害や、病気のタヌキが家の裏で動けなくなっているのでどうにかしてほしいという、

こんな依頼もあるところであります。被害状況が本当に多様化してきているなという、この

ことは感じております。 

 いずれにいたしましても、この野生動物の農作物の被害軽減のためには、駆除を行う鳥獣

被害対策実施隊の中核をなしておるのは猟友会員であります。今、猟友会員が減少傾向にあ

りまして、これも頭の痛い問題でありますけれども、おかげさまで本村の場合は減少傾向で
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はありますが、若い隊員が多いということで、希望もあるところであります。こうした状況

の中で、昨年は南箕輪村狩猟フォーラムというのを、鳥獣被害対策協議会と村猟友会の共催

で行ったところであり、多くの参加をいただいております。 

 村といたしましては、引き続き猟友会と協力をしながら、猟友会員の確保に向け必要な支

援を行っているところでありますので、そんなＰＲもしながら会員を増やしながら、被害を

最小限に抑えていきたいというふうに思っておるところであります。 

 また、この小動物等のすみかでありますけれども、空き家が増えてきておる。それから耕

作放棄地がある。減少はしていますけれども、まだまだあるところでありますので、そうい

うところがすみかとなっている。こういった事例も見られますので、こういった対策も駆除

だけではなくて、耕作放棄地を減らしていく、空き家を減らしていくという、こういったこ

とも、あわせてやっていく必要があるなと思っておりますので、その辺もあわせてやってま

いりますので、よろしくお願いいたします。 

 ただ本当に、有害鳥獣の被害が少ないということだけは御理解をいただきたいなと、猿だ

とか、イノシシだとか、そういった被害が本当に少ないというだけでも幸せなことでありま

す。 

 以上であります。 

議  長（丸山  豊） 原議員。 

３  番（原  源次） 少ないことは喜ばしいことですが、ぜひ対策のほうをよろしくお

願いしたいとそう思います。 

 次に身近である猫の問題です。このところ近所に野良猫が多くみられます。一見飼い猫と

は見分けがつきませんけれども、人懐っこくて人なれをしてなかなか離れません。夜はよく

鳴くし長けてくると、夜中にも大騒ぎをしてくれるんですが、多少騒々しいです。村にお聞

きすると不妊に必要なことには補助金が出てるようです。新聞によると下伊那地区のある町

では、飼い猫の登録制度の運用を始めたとのことです。猫の性別や不妊、去勢手術の有無の

情報を町に申請するよう飼い主に求める内容です。犬については狂犬予防法に基づき、登録

が義務づけられていますが、先ほどの下伊那地区の町では３月から開始したけれども、今と

ころ登録は１件もないということであります。村として登録制度の導入がいかがか、お伺い

いたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 具体的なこともありますので、住民環境課長から答弁を申し上げ

ますので、よろしくお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 清水課長。 

住民環境課長（清水 恵子） それでは、３番の原議員様の猫の登録制度についてというこ

とで、答弁をいたします。 

 最近のペットブームの中でも、猫は犬を超えて人気が高い状況です。確かにテレビを見て

いましても猫の番組が多く、家族の一員として大切に猫を飼われている方も増えてきている

ようであります。実際猫を飼育されている方に、飼育方法等をお聞きしますと、飼い猫とわ

かるように首輪をつけたり、室内に猫用の遊具を設置してストレスを与えないようにしたり、

不妊、去勢手術を行い、なるべく外に出ていかないようにしたりと、飼い主としての責任の

ある飼育をされている方が多いと思っております。 
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 しかしながら、残念なことに村内の猫に関する現状としましては、野良猫用の餌の放置、

ふん尿被害の苦情や多頭飼育と思われる住宅に関する苦情や通報ですが、年に５件から10件

ほどあります。また車にひかれた猫の対応も平成30年度は50件ほどあり、多くが野良猫と思

われます。苦情や通報に対しましては、飼い主や野良猫に餌を与えている方がわかれば、そ

の方々に飼い方のアドバイスや不妊、去勢手術の案内、野良猫に関しては餌を与えないよう

お願いをしております。猫の不妊、去勢手術につきましては、伊那保健福祉事務所で手術費

用の一部を補助する制度がありまして、平成30年度は年間約600頭の実績があったとのこと

でございます。これは１件につき3,000円の補助が出るということでございます。 

 猫の登録制度の導入につきましては、県内では唯一、平成30年３月より下伊那郡高森町で

運用を開始しております。運用の背景には猫の飼育をめぐり近隣トラブルに発展することが

多く、飯田下伊那地方は殺処分になる猫が県内でも多いということから、町から不幸な猫が

生まれないようにしたいと、一定の独自基準を始めたようでございます。この基準には飼い

主、行政、その他住民のそれぞれの役割を掲げてあり、飼い主には責任ある飼育を促し、行

政は猫の繁殖抑制を支援する、住民には野良猫に餌を与えないように求めるとされておりま

す。 

 しかし、この制度は条例として制定されていないため、法的拘束力はないとのことでござ

います。この基準とセットで猫の不妊手術、去勢手術ですけれども、補助金の交付要綱が定

められておりまして、手術費用の30％で上限5,000円が交付されます。運用開始から１年が

経過し、現在の状況をお伺いしたところ、猫の登録数は60頭で補助金額が30万円ということ

でございます。これはつまり現状としまして、飼育猫の実際の登録数ではなくて、補助金を

申請する方が猫の登録をするといった実態になっているようでございます。 

 犬は狂犬病予防法に基づき、自治体への登録が義務づけられておりますが、猫に関しまし

ては自治体への登録義務がございません。村としましては、引き続き猫の飼育やふん尿被害

を防止するための広報活動を行い、多頭飼育などの苦情があった場合には、伊那保健福祉事

務所と連携して対応してまいりたいと考えております。 

 また不妊、去勢手術の補助に関しましては、伊那保健福祉事務所に申請していただけます

ので、猫の登録制度の導入につきましては、当面は考えておりません。参考までに本村以外

の上伊那市町村に猫の登録制度の導入について様子をお伺いしておりますが、具体的に検討

されているところはないという状況であります。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 原議員。 

３  番（原  源次） ありがとうございました。動物愛護の観点からぜひそういう野生

化された猫が１頭でも１匹でも少なくなれば、いいかなと思っております。 

 以上で、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

議  長（丸山  豊） これで、３番、原源次議員の質問は終わります。 

 ただいまから９時55分まで休憩といたします。 

   休憩 午前 ９時４４分 

   再開 午前 ９時５５分 

議  長（丸山  豊） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 
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 ５番、笹沼美保議員。 

５  番（笹沼 美保） 議席番号５番、笹沼美保です。 

 通告書に基づいて質問をさせていただきます。的確な答弁をお願いします。 

 まず１項目め、通級指導教室についてです。 

 小・中学校における一般的な学級を通常学級と呼び、特性のある子供や困り感のある子供

が在籍する学級を特別支援学級と呼びます。特性による困り感が比較的軽い子供や学習への

困難さや、人とのかかわりの難しさのある子供など、多様な子供たちの個々の教育的ニーズ

に対応するため、通常学級に籍を置きながら、それぞれに必要な指導を受けられる通級指導

教室は、必要不可欠であると考えます。本村の現状はどうなっているか、お答えください。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 議席番号５番、笹沼美保議員、多様な子供たちの学びの場とし

ての通級指導教室について、村の現状についてお答えいたします。 

 まず、通級指導教室なんですけれども、通常の学級に在籍する障がいのある、あえて障が

いという言葉を使わせていただきますけれども、児童生徒が各教科の大部分の授業を通常の

学で受けながら、一部の授業について障がいに応じた特別の指導を通級指導教室といった特

別の教育の場で受ける形態のことです。 

 多様なお子さん、子供たちの教育的ニーズに応じてという、そういう場があるという、そ

れを通級指導教室という言い方をしております。障がいの状態がそれぞれ異なる個々の子供

さん、児童生徒に対して、個別指導を中心とした特別の指導をきめ細かに、かつ弾力的に提

供するものであり、障がいによる学習上、または生活上の困難の改善、克服を目的とした指

導、特別支援教育の中では自立活動という領域がございまして、自立活動を主にしながらと

いうことで、子供さんのニーズに応じて行うということであります。 

 通常の学級における指導においても、通級指導教室に通うことによって、その効果が大い

に期待されるというふうに考えております。村の現状でございますが、通級による指導及び

対象者ということで、通級による指導ということでは、まず今まで日本の教育の中で、言葉

の教室、言語通級指導教室といいますが、これが大分前から動いてきています。言葉の教室

でいいますと、近いところで伊那小学校、こちらの学校で言語障害ということで、硬音、吃

音、あるいは言葉のおくれ等への指導をしている教室がございます。 

 それから、ＬＤ等通級指導教室、ＬＤはＬｅａｒｎｉｎｇ Ｄｉｓａｂｉｌｉｔｙという

学習障害ということで、聞く、読む、書く、話す、あるいは計算する等々、一応定義はござ

いますが、子供たちが学習上の困り感を持っているという、そういうお子さんのことをＬＤ、

学習障害ということをいいますけれども、等がついていますので、先ほど議員がおっしゃら

れた困り感の中でも、例えば多動性があったりとか、人とのコミュニケーションがなかなか

うまくとれない等々、そういうお子さんということで、近いところですと伊那北小学校、そ

れから箕輪中部小学校にも、この通級指導教室がございます。 

 それから現状としては、距離があったりして、あるいはニーズがなくて村からはお子さん

行っていませんが、視覚障害ということで盲学校への通級指導教室、それから聞こえという

ことで、聴覚障害の関係で聾学校への通級指導教室ということも制度的にはございます。 

 言葉の関係等では週に１時間から８時間、そのお子さんのニーズに応じて授業が組まれる
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ということ。それから先ほどのＬＤ等ですが、若干言葉よりも時間の下限が下がっておりま

して年間10時間ということで、上限が８単位時間ですので年間１週間に８単位時間というこ

とで、そういうことで計算していただければというふうに思っております。 

 あと、設置校への送迎等々については保護者の方にお願いをする。それから移動時間に関

してですが、指導の時間としてはカウントはしておりません。みなされないということであ

ります。 

 今、村のお子さん方ですが、小学校２校、中学校には今申し上げた通級指導教室は設置さ

れておらず、言葉の教室には伊那小へ村から６名のお子さんが通っております。それからＬ

Ｄ等通級指導教室ですが、伊那北小へ４名のお子さんが通って指導を受けています。 

 現状について簡単でございますが、しました。 

議  長（丸山  豊） 笹沼議員。 

５  番（笹沼 美保） 次に、ＬＤ等通級指導教室と特別支援学級の違い、またＬＤ等通

級指導教室を村内の小学校に設置した場合のメリットとして、何が挙げられるかお答えくだ

さい。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） まず、ＬＤ等通級指導教室と特別支援学級の違いということで、

お答えしたいと思っております。 

 先ほど議員も通常学級に籍を置きながらという言葉、それから特別支援学級に籍を置くと

いう、そういう言葉を使われましたが、特別支援学級は籍を置きながら、学校生活の多くを

その学級、支援学級で過ごし、通常学級とは異なるその学級の教育課程が整えられておりま

す。ＬＤ等通級指導教室の場合は、先ほどの通常学級に在籍し、各教科の大部分の授業を通

常の学級で受けながら、一部の授業について障がい、その子に応じてということで、個別の

指導、あるいは小さい集団でも授業を行っておりますが、特別な指導を受けることになりま

す。 

 私は思うんですが、いわゆる通常学級があり、それから支援級、それから特別支援学校、

多様なお子さん、多様なニーズに応じるのに、通常級と支援学級、このハードルといいます

か、この差のところを埋めていく、多様な学びの場になるかなと思っております。支援学級

と支援学校のところもある程度、この差は配慮の違いがあるので、ここのところも非常にデ

リケートなところがあるわけですけれども、通常学級と特に支援学級の間に位置する子供た

ちのニーズに応じた、通級指導教室かなというふうに考えております。 

 続きまして、ＬＤ等通級指導教室を、例えば南箕輪小学校に設置した場合のメリット、南

部小学校でもいいんですけど、あるいは中学校でもいいんですけれども、一番は他校へ通う

ということで現状では、例えば今４名のお子さんが伊那北小へということでお伝えしました

が、伊那北小へ通う場合に子供たちにとって村から、片道15分として往復30分という時間が

かかります。時間的なもの、それから労力それも授業時間にカウントされないという、そう

いう状況でございます。そして送迎は保護者が行いますので、保護者に負担がかかっており

ます。自校での通級となるとこの点が解消されます。ここが一番のメリットかなというふう

に考えております。 

 それから子供たちの立ち位置で考えたときに、自分の学校に設置されているということは、

自分の学校、自分のなれた学校で教育的なサービスを受けることができる、これも大きなメ
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リットかなというふうに考えております。 

 以上でございます。 

議  長（丸山  豊） 笹沼議員。 

５  番（笹沼 美保） 通告にはありませんが、お尋ねしたいと思います。 

 ＬＤ等通級教室に通う児童または生徒をどのように決めるのか、基準などありましたら、

教えてください。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） お子さんにとって、その通級指導教室のニーズがあるかどうか

という、そこをどう決めていくかなという、そういう御質問というふうに賜りますが、支援

学級あるいは支援学校等、全体のことでまずお伝えしたいんですが、保育園から入学してく

るお子さんは、保育園で巡回相談という、そういう仕組みの中で教育相談員、それから子育

て教育相談員のメンバーが巡回して保育園を回っていて、お子さんの困り感を受けながら、

相談をしながら、保護者等の相談を重ね、専門的な方が当然入っているわけですけども、教

育支援委員会という教育委員会の諮問機関があります。 

 そこでこのお子さんにとってどういう学習の状況がいいか、学びの場がいいかを協議して

いく。それが教育支援委員会でございます。そこへ保護者の了解のもとにエントリーして、

その教育支援委員会でこのお子さんにとってはこの場がいいよね、望ましいよねということ

で、保護者と合意形成を重ねる中で、最終的には教育委員会が学びの場を決定していく。 

 同じように通級指導教室も、そこに準ずるというか、同じ形をとるわけですけれども、た

だ私の経験ではいわゆる学習面というのは、小学校に入学しないと動いてこない。保育園で

は、なかなかその読み書き等も含めてということがないわけでございますので、学校生活が

スタートしてから、お子さんの困り感、以前この議会でもＭＩＭ（ミム）という、そういう

みなしで動いていることも御質問いただきましたが、子供たちが本当に読みあるいは書くと

か、そういうところへの困り感を持っている、そういう状況を学校生活で受けとめながら、

それを校内の就学支援委員会、あるいは教育支援委員会、そこでお子さんによっての状況を

見ていこう。 

 それを村のほうと連絡、連携を取りながら、急ぎの場合には教育支援委員会にエントリー

しなくても、連絡を受ければということで、うちの専門員あるいは、言語聴覚士等と相談を

しながら、あるいは通級指導教室の担当にアセスメントをいただきながら、その方向を早目

に描いていく、そんな動きでございますので、子供さんの状況によって、校内で学校生活の

場で丁寧に見ていく、そんな仕組みの中での動きでございます。 

議  長（丸山  豊） 笹沼議員。 

５  番（笹沼 美保） ＬＤ等通級指導教室について、今後のお考えをお聞かせください。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） ３年間、県にＬＤ等通級指導教室の設置を強く願ってきたんで

すけれども、なかなか実現がなされていない現状がございます。教育委員のメンバーからも

設置を望む強い願いも出されてきております。国のほうも設置について非常に力を入れてき

ており、県としては上伊那圏域に先ほど申し上げましたが、箕輪中部小学校、それから赤穂

小学校、伊那北小学校、伊那東部中学校にＬＤ等の通級指導教室を設置しております。上伊

那は今お伝えしたとおりですが、長野県全体の圏域のバランスもあり、県としては他の圏域
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の充実、それから教室の担当の複数配置を県として今強く描いてきているので、村の願いも

あるわけですが、なかなか実現ができていない状況というふうに受けとめております。しか

しながら、教育的ニーズのある子供たちのために設置を強く願ってはおります。 

 つい前日といいますか、８月の市町村教委連絡会の中でなんですが、このことは福祉教育

常任委員会でもお伝えしましたが、県からＬＤ等通級指導教室サテライト教室設置について

の通知がありました。目的は通級指導教室を設置してない学校の子供さんにとっても、その

サービスが受けられるようにという、大きく言うとそういうことなんですけれども、ありま

した。サテライトのシステムは、教室の設置がなくても近くの通級指導教室担当の先生が、

週に１回程度、例えば南箕輪小に来て、南部小でもいいんですけども、教育的ニーズのある

子供たちの指導をする仕組みです。ただ通級指導教室を設置してある学校、例えば伊那北小

さんのいわゆる子供たちのサービスが、そのことによってうんと苦しくなるとそのことはな

かなか難しいとか、いろいろハードルがございます。この仕組みもサテライトの仕組みもい

ろいろ県に伝えながら、強く願ってきたことであり、先ほども申し上げましたハードルはあ

るんだけど、ぜひ村にできるといいなという、ぜひ実現したいなというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

議  長（丸山  豊） 笹沼議員。 

５  番（笹沼 美保） 子供のニーズに応じた教育や支援を受けられるということは、安

心して学校生活を送るためには必要なことです。ＬＤ等通級指導教室を設置することで、よ

り柔軟かつ多様な学びの場を整えることができれば、適切な指導、支援を受けて、子供が持

つ可能性を最大限に発揮できることにつながっていきます。ぜひ実現していただきたいと思

います。 

 それでは、２項目め、色弱の子供への対応についてです。 

 ここで言う色弱は、先天性色覚異常のことで色に弱いと書きます。余りなじみのない言葉

かもしれませんが、私は色覚異常という表現が使いたくないので、あえて色弱という言葉で

話をさせていただきたいと思います。色弱は男性の５％、つまり20人に１人、女子の0.2％、

つまり500人に１人の割合で見られます。色が全くわからないというわけではなく、色によ

っては見分けにくいことがある程度で、日常生活においてほとんど不自由はありません。先

天性であるがゆえに、本人には自覚がない場合が多く、子供が色覚検査を受けるまで保護者

もそのことに気づかない場合も少なくありません。 

 お手元の資料をごらんください。色弱の場合の見え方の一例です。上の写真が通常の色の

見え方で、下の写真が色弱の見え方です。このように赤系統と緑系統の区別が難しいケース

が多く、状況によっては色を見誤って周囲から誤解を受けることや、色を使った授業の一部

が理解しにくいことがあるため、学校生活においてさまざまな配慮が望まれます。なるべく

早く色弱であることに気づいてあげることが、とても重要であると考えますが、本村の小・

中学校の色覚検査の実施状況と色覚検査についての説明をどの程度行っているか、お答えく

ださい。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） お答えします。 
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 色覚検査の各小・中学校の実施状況、それから説明についてということでございます。 

 小学校ですが、現在４年保護者に色覚検査について周知、希望者のみ検査をしております。

対象学年は４年生のみということで、以前はやっていたわけですけれども、こういう４年生

が対象、それから希望者のみの検査ということになっております。 

 中学校では、全学年の希望者で、４月の保健調査票に保護者から希望の有無を答えていた

だいて、保護者から希望があった場合、10月の発育測定で希望者に個別に時間を設定して、

検査を実施しております。 

 小・中学校の現状でございます。 

議  長（丸山  豊） 笹沼議員。 

５  番（笹沼 美保） 色弱の子供が困らないようにするためには、周囲の理解と配慮が

必要不可欠です。色弱について理解していなければ、気づいてあげることもできないし、寄

り添ってあげることもできません。ただ単に色覚検査の希望を取るだけでなく、詳しくわか

りやすい説明を載せるとか、保健だよりで周知していくなど、紙媒体を使うことはもちろん

ですが、講習会を開くなど教育関係者や保護者の理解を深めていくために、工夫が必要だと

思います。ただ保護者に対しては、講習会を開いても参加してもらえるかどうか、難しいと

ころなので、入園、入学前の説明会など必然的に参加する場で周知していくのは可能でしょ

うか、答弁をお願いします。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 非常に先ほどのいただいた資料も含めて、本人がこう思ってい

るところ、それがそうではないという、そのあたりのところをどう見るかということになる

と思うんですけども、検査そのものがなくなった経緯の中でも、非常に御本人の困り感とか

を周りがどう受けとめるか、そこのところでもあるのかな、現状になっているかなと。一旦

はなくなったんですけども、眼科医学会のほうから、やっぱりこれ必要だよねということで、

こういうふうに位置づいているというふうに受けとめておりますが、教育関係者、保護者の

理解を深めるためにできることということで、色覚異常、色弱等について、概要や配慮事項

について職員間、先生方はしっかり共通理解をしている、それが基本にあると思っておりま

す。 

 また、子供さんに色弱等の状況があった場合には、あるいは疑われる場合には、医療機関

への受診、特に眼科医、専門のところへ受診を勧めていくという、そんな状況になっており

ます。 

 以上でございます。 

議  長（丸山  豊） 笹沼議員。 

５  番（笹沼 美保） 次に、色弱の子供は将来的な進学、職業選択についても適切なア

ドバイスが必要です。色の見分けがつきにくいことで就職できない職業もありますし、就職

後に困難が生じるケースもあるからです。色覚制限がある職業は、例えば航空、船舶、鉄道

関係、警察、消防などがあり、色弱が不利になる職業は例えば調理師、美容師、デザイナー

などが挙げられます。進路指導に当たる教職員はこれらのことを熟知した上で、適切なアド

バイスをしていく必要があると考えますが、いかがでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 将来的な進学、職業選択のアドバイス等についてということで
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ございます。小学校では検査後異常等があった場合、お医者さんへの受診を勧めております。

将来的なアドバイスについては小学校段階では特に行っていない、そんな状況でございます。

中学校では色弱等があった場合に、将来的な進学、職業選択へのアドバイス等について個別

の相談を行う、それから医療機関との連携を通しながら必要な情報を本人、保護者の方に適

切に伝えられるように努めております。 

 進学、就労関係の相談があるようであれば、学校医の先生を紹介し、専門的な立場で相談

に乗っていただく、このことが一番大事かなということで、そこのところを丁寧に進めてお

ります。校内では授業等でチョーク等を配慮したり、そのお子さんの状況について職員間で

情報を共有し、対応方法を周知徹底しております。 

 それから参考までに、子育て支援課長から話を伺いましたけれども、保育園でも早いうち

からということで申し上げますと、保護者から申し出があれば、眼科医紹介等の対応をして

ということで、それから生活で気になることがあれば、巡回相談で相談員に相談、ですので、

今の進学あるいは就労の関係は、かなり年齢が重なってからですけど、早い時期からお子さ

んの状況を丁寧に見ながら気づいたら相談し専門医等々、その流れかなというふうに思って

おります。 

 以上でございます。 

議  長（丸山  豊） 笹沼議員。 

５  番（笹沼 美保） 適切に色覚検査が実施され、色弱の子供が自分の色の見え方の特

性を知り、教育関係者、保護者が正しく理解し、配慮をすることで安心して学校生活を送り、

将来的にも困ることがないよう願っています。 

 ３項目め、保育料無償化を前に保育士の確保は、です。 

 保育料無償化に伴い、保育士の負担が増えることが懸念されます。現状保育士はどの程度

不足しているのでしょうか。また、その不足を解消するために保育士の募集をどのようにし

ているかお答えください。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ５番、笹沼美保議員の御質問にお答えいたします。 

 保育士の現状はどうかという、こういう御質問であります。 

 端的に言いますと、大変厳しい状況であると、足りているかいないかということになりま

すと、何とか現状の人数の中で賄っているというのが実態であります。保育士の現状を申し

上げますと、正規の職員が46人であります。うち６人が育休になっておりますので、実際に

は40人ということであります。臨時の保育士が80人、保育補助員が21人の計141人の体制で

保育を実施をしております。 

 また、この保育園の園児数との状況の関係もあります。保育園の園児数につきましては、

９月現在で保育園の在籍児童数は738人であります。３歳以上児が518人、３歳未満児が220

人というこんな状況であります。未満児のうちの１歳児、２歳児につきましては、その年齢

の約６割の人数のお子さんを預かっている状態で、共働き世帯の増加に伴いまして、年々こ

の未満児保育が増加をしているというのが、現状であります。 

 保育士の確保につきましては、長期雇用の保育士が不足しております。このような状況で

ありますが、保育に支障にないよう日々代替の保育士をお願いし、その穴をすき間を埋めて



133 

おるというのが実態であります。また、保育士補助員の協力を得ながら対応をしているとい

う、こんな状況でございます。 

 したがいまして、足りているかというと、なかなか厳しい状況であるという、こういう答

弁をせざるを得ないと思っております。その中で何とかすき間を埋めながら、保育士補助員

の皆さんの御協力をいただきながらということで、現状実施をしておるというのが、実態で

あります。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 保育士の募集は。 

村  長（唐木 一直） 募集でございます。 

 保育士の募集につきましては、年間を通してハローワークにお願いをしております。また

県の福祉人材バンクにもお願いをしております。これ以外にも求人情報誌に掲載をして募集

をしたりして、応募につながった例もあるところであります。さまざまな工夫をしていかな

ければならないというふうに考えておりますけれども、保護者にも訴えていきながら、保護

者の中で知っている人があれば、お知りの方があれば紹介をしていただくというような、そ

んな対応も必要かなというふうに思っておるところであります。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 笹沼議員。 

５  番（笹沼 美保） 保育士の募集を積極的に展開していくことは、今現在働いている

保育士の負担軽減のため、また資格の有無にかかわらず、保育に携わって働きたいと思って

いる側からのニーズに応えるために必要です。 

 例えば保育士の健康を守るために、メンタルケアを充実させたり、休暇を取りやすくする

など、働きやすい環境を整えて、それをアピールしていく。パートから正規職員への登用も

積極的にして、それをアピールしていく。子育て中の再就職支援として、今現在は無理なよ

うですが、未就学児がいるママさん保育士が再就職しやすいよう、自分の子供と同じ園で働

くことも選択肢として可能とする。10月から運用開始予定の子育て支援アプリにも保育士の

募集を載せる。村のホームページで行っている募集にも工夫が必要で、村のホームページを

開いたときに、すぐ目にとまるところに保育士の募集を載せる。賃金の差別化として保育士

を募集しているほかの自治体より時給を高くする。という提案ですが、きのうの答弁で時給

は高く設定していると村長さんが自信を持ってお答えいただいているので、村の財政面を考

えると、今の時給で限界であると理解しております。 

 思いつく限り例を挙げてみましたが、可能なものはありますでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 保育士確保に向けての取り組みの御質問であります。 

 いろんな事例を挙げていただきました。可能なものはということであります。全て取り入

れられればいいなという、こういう思いはしておるところであります。メンタルケアにつき

ましては、これは通常の職員と同じように、通常と言いますか、庁内の職員と同じようにや

っておりますけれども、ただこれがなかなか悩みもありまして、保護者との対応これはなか

なか難しくなってきております。以前では考えられないような対応をしていかざるを得ない

ということで、保育園にもいよいよ弁護士もお願いするようなケースも出てきております。 

 そんな対応で保育士本当に大変だなということでありますので、メンタルケアのこの部分
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につきましては、力を入れていく必要があるというふうに思っておりますし、またパートか

ら正規というこの部分につきましては、私一番いいのは社会人枠の中で、本村でも多くの臨

時職員を抱えております。その中で適格性というのはかなり、常に見えるわけでありますの

で、そういった社会人枠を今は主というわけではありませんけれども、採用をさせていただ

いておるところであります。村内の保育士の臨職の中から正規ということで、採用をさせて

いただいております。むしろ今現状では社会人枠のほうが多くなっているのかなというふう

に、比率としてはそうなっております。こういうことは実施をしております。 

 来年度につきましては、増やしていく必要性を感じておりますので、増やしてまいります。

さまざまなことが言われましたけれども、単価につきましても、会計年度任用職員が来年４

月１日から始まりますので、十分この辺は考慮をしながらやっていきたいというふうに思っ

ております。そうはいっても、ある程度の雇用条件をよくしないと来ていただけないという、

こういうことがありますので、これはそんなふうにさせていただきたいというふうに思いま

す。 

 保育士の募集をアプリに載せたりとか、そういったことにつきましては、できることはす

ぐにでもやっていければと思っておりますし、また先ほどもお話しましたけれども、調理師

不足の際に、職員のアイデアで保育園のお便りに調理員募集を載せたところ、数人の保護者

から連絡がありました。そんな取り組みもしてみたいなというふうに思っております。保育

補助員を含めまして、今資格がなくても補助員という形でお願いをしております。また資格

がある年配の方の御協力も必要、協力をいただかなければならないかなというように思って

おります。この辺もちょっと力を入れてやっていく必要があるというように思います。 

 それから、正規職員では年齢制限が今まであったわけでありますけれども、これを上げて

いきたいというふうに思っております。専門職等々につきましては、これは本当に上げてい

く必要があるというように思っております。 

 今年は実施できませんでしたけれども、来年の募集からはそういう形で行ってきたいと。

あらゆる手段を講じながら、確保に努めていければというふうに思っております。村の保育

士を定年退職した皆さんもいるわけでありますけれども、なかなか年配の方が多くなってき

てしまって、この辺は厳しいかなというふうに思っております。私も冗談でうちの女房にど

うにもならなければ、ちょっと手伝ってもらわないと困るよというような話をしておるとこ

ろでありますけれども、なんせ子供に面倒を見てもらう年齢になってきておりますので、そ

んなわけにはいかないかなと、冗談でございますけれども。 

 そんなところまできておるという、差し迫った状況ということは御理解をいただきたいな

というように思っております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 笹沼議員。 

５  番（笹沼 美保） 積極的に実施していただけるという答弁で安心したんですが、一

つお答えいただいていないものがありますので、お願いします。未就学児がいるお母さんが

保育士として再就職しやすいように、自分の子供と同じ園で働く選択肢も可能とするのは、

どうでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 検討させていただきたいと思います。今そういう状況では、昔は
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やはり避けていたわけでありますけれども、今はそういう状況ではないのかなということも

ありますので、十分検討していく必要があるというふうに思っております。その辺の詳しい

ところは、子育て支援課長何かあったら答えください。 

議  長（丸山  豊） 唐澤課長。 

子育て支援課長（唐澤 孝男） ただいまの村長の答弁のとおり、現在は同じ園には行かな

いように、そんな配慮をしております。そこら辺でちょっと仮に同じ園に行った場合に影響

がどんなことが出るのか、そんなところも検討して考えていきたいと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 笹沼議員。 

５  番（笹沼 美保） 実現可能なことは実施していただいて、少しでも保育士の確保に

役立てていただければと思います。 

 続いて４項目め、登下校時の見守りについてです。 

 現在、南箕輪小学校、南部小学校では安全見守りボランティア、「まっくん見守り隊」と

して、子供たちの登下校時の見守りや声掛けをしてくださっている地域の方々がいらっしゃ

います。その方々の中から、子供たちの下校時刻がわかりづらいとの声がありました。登下

校時の時刻に村内放送で、登下校時の時間帯であるということと、見守りや声掛けのために

外に出ていただけるように、お願いすれば交通安全の啓発や防犯に役立つのではないかと思

うのですが、いかがでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 登下校時の見守り、これは非常に大切なことであります。ただこ

れ全村でどういうふうにしていったらいいのかなという、この周知でありますね。これは大

変難しいというふうに思っております。全村の放送となりますと、これは防災無線という、

これを使うという方法あるわけでありますけれども、この防災無線というのは、火災や災害

時の緊急事態が発生した際に村民にお知らせをする、このことを目的といたしております。 

 このことを毎日防災無線で流すということは、これは緊急性に欠けますので、極めて困難

であるというふうに考えております。毎日というのは時間のお知らせをすること、それから

本当に緊急時の火災だとかそういう部分は当然のことでありますけれども、災害関連は当然

のことでありますけれども、たまにＰＴＡからのお知らせとか、そういうものは常時という

ことでありませんので、許可をさせていただいておるところであります。 

 それから地区におきましては、地区の行事等、これも頻繁に行われるわけではありません

ので、地区自体に流すような方式にもなっておるところでございます。この辺が一番問題か

なと考えておるところでございます。また、タイムリーな見守りということ、このことも必

要であります。笹沼議員御指摘のとおりでありますので、どうしたらこの辺ができるのかと

いうことを、これから学校とも考えていく必要があるというふうに思っております。 

 その辺につきましては、教育長より答弁をしていただければと思います。よろしくお願い

いたします。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 村長答弁と重なるところがあると思いますけれども、以前県内

にある自治体に行ったときに、「これから子供たちが帰ります。見守りお願いします。」そ
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ういう放送が流れていた。ちょうどそのときに、そこの町にお邪魔したんですけれども、広

報ではなくて違う媒体というふうに確認してありますけれども、そうなるといいなと思いな

がら、村の現状としてはちょっと違う媒体も苦しさがあるのかなと思っております。願いと

しては日常的にできる方が、できるときに、できる範囲で、それを基本にしながらいってら

っしゃい、お帰りなさい、という声かけ運動も含めながら、お力をいただければというふう

に思ってるんですけれども、学校の行事を含めて見守り隊に登録されている方の中には、年

間行事予定、学校から家庭向けに出されていますが、それをもとにしながら学校の状況、子

供さんの下校の状況等をわかりながら、そこの場に立っていただいている方。 

 あるいは学校と直に連絡をとりながら、そういう方もいらっしゃいますので、今日は何時

に帰ります、今週はこうです、と具体的にお伝えするのはどうかというのは、そこまでのニ

ーズ、見守りの方にそこまでという、そこはやはり学校とボランティアの方の連携のあり方

になるかなと。これ学校と相談してまいりたいと思いますけれども、今後大事にしていきた

いというふうに思っております。 

 ７月に広報に挟み込むという答弁をさせていただいて、その後、両小学校ともボランティ

アの方が増えています。そんな実情の中で学校としては、ボランティアの方に感謝しかない

という、そんな言葉も聞かれる状況でございますので、子供の安心、安全を含めて地域の中

で子供を育てていく、そこをしっかりやはりみんなで描いていきたいと、そこは強い願いで

ございます。 

 以上でございます。 

議  長（丸山  豊） 笹沼議員。 

５  番（笹沼 美保） 地域の方々の見守りがよりしっかりしたものになって、子供たち

の安全につながっていくことを願っています。 

 以上で質問を終わります。 

議  長（丸山  豊） これで、５番、笹沼美保議員の質問は終わります。 

 ただいまから10時55分まで休憩といたします。 

   休憩 午前 １０時３５分 

   再開 午前 １０時５５分 

議  長（丸山  豊） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 ４番、藤城栄文議員。 

４  番（藤城 栄文） ４番、藤城です。 

 先に通告しました５項目について、質問いたします。 

 私の父方の実家が千葉県の印西市にありますが、台風の影響で隣の空き家の壁、この議場

くらいの高さがありますが、それが壁ごと我が家側に崩れてしまって、現状大惨事になって

おります。空き家対策の重要性を身をもって味わいました。村民の皆様も村役場地域づくり

推進課で、空き家相談をベテランの相談員が受け付けていますので、何か起きる前にぜひ御

利用ください。 

 さて、議員になって４カ月がたちました。これまでの間、在住、在勤の方から頂戴した御

意見や御要望を中心に、今回は質問をさせていただきます。一つ目、二つ目の幼児教育・保

育の無償化に関する質問につきましては、同僚議員から数多くあり、同様の項目を質問する
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のは、昨日区長会からも芸がないと指摘されましたので、後に回させていただき、通告書３

つ目の保険者努力支援制度から順に質問をさせていただきます。 

 2018年度から、国民健康保険にかかわる取り組みとして、保険者における予防及び健康づ

くりなどのインセンティブの強化を目的として、保険者努力支援制度が本格的にスタートし

ました。村民の皆様、村役場職員の皆様にも知っておいていただきたい内容ですので、少し

詳しく述べさせていただきます。 

 保険者努力支援制度とは、わかりやすくいうと、医療費の適正化に努力した自治体に御褒

美を出す、御褒美をここではインセンティブといっていますが、御褒美いわゆる村がもらえ

えるお金が多くなり、さらに県に支払うお金が少なくなる制度です。この制度の目的は市町

村による予防事業をさらに促進して、持続可能な医療保険制度をこれからも守っていくこと

です。 

 さて、どのぐらいの御褒美が配分されるかというと、2018年、2019年度は、それぞれ

1,000億円でした。それなりの額ですが、政府の経済財政諮問会議等では、さらに抜本的な

強化を求める意見が出ており、2020年度はさらに500億円プラスした1,500億円規模に拡充す

る見込みと報道がされていました。ただ事務方レベルでは現状次年度も1,000億円で進めら

れているようです。この制度の特徴としてインセンティブの指標が公開され、努力するべき

内容、何をすればよりたくさんの御褒美がもらえるかが、事前に公表されていることが挙げ

られます。 

 さらにアウトカム指標、日本語にすると成果指標でしょうか、そのアウトカム指標の割合

が計画的に年を追うごとに引き上げられていく方針となっています。要するに今後は成果に

よって、インセンティブが大きく上下していくことになります。これまでのこれをしたいか

ら、これを建てたいから補助金、交付金をくださいという形ではなく、成果にひもづいてお

金が支払われることになります。 

 なお、保険者ここでは村ですが、村に法的義務が課せられている特定検診や保健指導など

には、初めてマイナス評価が導入されます。村民の皆さんが検診を受けないと、月々の保険

料が高くなってしまうのです。逆に言えば村民の皆さん、特定検診、保健指導をぜひ受けて

ください。みんなで受診率を50％から100％にして保険料を下げましょう。何てことが言え

る制度です。そのような今後も拡充が予想される保険者努力支援制度において、高い得点を

上げインセンティブを得て、村の保険料を縮減していくためには、毎年目標設定し取り組ん

でいくことが大切であると考えます。 

 まずは、役場内の事務部局、財務部局が中心となり管理栄養士、保健師などとも連携し、

提示された指標をもとに力を入れていく点など、方針をしっかりと話し合って決めた上で、

取り組んでいくことが重要です。それにより、かかわる管理職もふえ責任も明確になります

ので、結果的に職員の労働的、精神的な負担減にもつながると考えられます。 

 そこで、まずはこの制度の村の現状そして今後の方針について、これまでの得点や県内順

位の推移も含めてお聞きできればと思います。なお、本来であれば通告書にある４項目をま

とめてお聞きすべきですが、内容が多岐にわたるため恐れ入りますが、一つずつ答弁をお願

いいたします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 
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村  長（唐木 一直） ４番、藤城栄文議員の御質問にお答えをいたします。 

 保険者努力義務の御質問であります。この制度につきましては、藤城議員御指摘のとおり、

医療費の適正化への取り組みや、国保固有の構造問題への対応を通じまして、保険者機能の

役割を発揮することにより、個々の財政基盤を強化するという観点から、適正かつ客観的な

評価指標に基づき、保険者としての努力を行っていると評価される都道府県や市町村に対し

ては、交付金を交付するというものであります。 

 平成28年度、29年度は前倒しで、平成30年度から本格的に実施をされておるところでござ

います。この努力支援制度の主要目標といたしましては、御指摘のとおり特定検診の受診率、

国保税の収納率、またジェネリック医薬品の促進、医療費通知の取り組みの実施などがあり

ます。得点の部分でありますけれども、交付額算定時の本村の得点につきましては、平成30

年度は355点、これは県内で52番目であります。歯科検診の実施や糖尿病等の重症化予防の

取り組み、ジェネリック医薬品の取り組みなどによりまして、令和元年度は475点と点数は

増えましたが、県内順位は逆に66位となりました。 

 この辺につきましては、少ない順位の得点の中にかなり占めておるという、そんな状況で

あります。その指標を私、確認をしたところであります。12項目の指標となっております。

で、この12項目の指標のうち、県平均を上回っている項目が５項目ありました。同程度が１

項目、低い項目がありますけれども、その中でゼロというのが３項目ありました。この辺を

どうしていくのかという、こういうことが見えてきたところでございます。 

 先ほど申し上げましたように、特定検診の受診率やそういった部分につきましては、長野

県の平均、全国の平均を大きく上回っているという、こういう結果になっております。この

点は評価できるんではないかなというふうに思っておりますけれども、また糖尿病の重症化

予防の取り組み、この状況もこれは100点の得点に対して100点満点をいただいております。

これも県や全国の平均よりも高くなっておるところでございます。 

 低いのがゼロが３項目と申し上げましたけれども、この重複の服薬者に対する取り組みの

実施状況、これがゼロでありました。それから収納率向上に関する取り組みの状況、これが

ゼロであります。それから包括ケア推進の取り組みの状況、これもゼロであります。こんな

ゼロが三つあったために、順位がかなり低くなっておるという、こういうことになっており

ます。 

 重複の服薬者に対する取り組みは、令和３年度分の得点になるように、これは１年前倒し

ということでありますので、令和２年度から実施をしていくということ、こういうことで今

進めておるところであります。いかんせんこの収納率の向上というのは、うちの構造的な問

題がありまして、なかなか上がってこないというのが実態であります。30年度につきまして

は、かなり収納率向上いたしました。しかしそれでもまだ低いという状況であります。 

 この辺の対策というのは、いろいろな考え方があろうかと思いますけれども、医療費のこ

とでありますので、保険証の支給の部分とも絡んでまいります。余り厳しくしますと、これ

は病気に対する逆効果が出てしまいますので、この辺は検討しながらということになります

し、地域包括ケアの取り組み、この部分につきましては、今盛んにやっております。これも

得点が上がるように努力をしていかなければならないというふうに思っておるところであり

ます。 

 またマイナス評価につきましては、令和２年度来年度から実施をされます。この対象とな
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るのが特定検診受診率が30％未満、及び２年連続で低下した場合、特定保健指導受診率が

15％未満で２年連続低下した場合、また法定外繰り入れが実施された場合であります。した

がいまして、この令和２年度におきましては、本村はマイナス評価には該当しないという、

こういうことになっております。村の国保事務の体制はこの住民環境課と保健福祉課にまた

がっておりまして、住民環境課では住民係長と係が１名、臨時職員が１名、主に資格管理や

財政部門の事務を担っております。保健福祉課につきましては、保健師である担当係長、栄

養士１名、臨時の保健師１名、その他として不定期で臨時の看護師や栄養士がおりますが、

特定検診などの保健事業部門を担っておるところであります。 

 このうち、住民係長や保健福祉担当係長、栄養士は他の業務と兼務ということであります。

専門に当たっていないというこの悩みがあるところであります。目標設定をしていくこと、

このことは重要なことであります。特定検診や特定保健指導については、村の第２期保健事

業実施計画、いわゆるデータヘルス計画によって目標値が設定されておりますので、それに

沿った形で進めていきたいというふうに思っております。 

 今後の方針につきましてでありますけれども、現在行っている取り組みを継続するほかに、

国保税の収納率の上昇、これはゼロでありますので特典がつくように頑張っていかなければ

というふうに思っております。ジェネリック医薬品の利用率を上げる、最低でも下げないよ

うに取り組んでいきたいというように思っております。また村の得点の低いゼロの部分、地

域包括ケアシステムや重複の服薬者に対する取り組み、こういったことにつきましては、重

複の服薬者につきましては、来年度から積極的に取り組んでまいりたいというふうに思って

おります。 

 現状の体制でできる限り、行っていきたいとは思っておりますけれども、こういった制度

が導入されてきておりますので、人的体制も考えていかなければとならないなというふうに

思っております。国保には専門の保健師がいないわけであります。この辺も連携をする中で

やっておりますけれども、保健師の需要といいますか、保健師が必要となってまいりますの

で、来年度は専門職の保健師の採用をしていきたいということで、手当をしておりますけれ

ども、１人が育休に入っているということでありますので、実際的には増えないという悩み

もあるわけでありますけれども、この辺を含めてまた人的体制も含めながら、検討はさせて

いただきたいと思いますし、できるだけこの得点を上げる努力をしながら、交付金を多くも

らっていく、このことは保険税に直接響いてまいりますので、そういったＰＲもしていく必

要があるというふうに思っておりますので、積極的にその辺を訴えていきたいなというふう

に考えております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） 私も元役所の職員ですが、今回の件は担当課が複数にまたがって

いる点が特徴です。やはり職員の身分ですと、なかなか職員同士で連携するというのが難し

い現状があります。ぜひ担当課の管理職の皆さんが先頭に立って、連携をする仕組みをつく

っていっていただければと願っております。 

 質問を続けます。この制度でインセンティブを得るには、村民の協力が不可欠で村役場の

努力だけでは何ともならない部分が数多くあります。恐らく現状ではこの保険者努力支援制

度を全く知らない村民の皆さん、日本国民が大方であるのではないでしょうか。逆に言えば
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早く始めるチャンスであるともいえます。村長の説明にもありましたが、インセンティブを

得られるのは特定検診や保健指導だけではありません。制度の認知と理解を向上させ、村民

の協力を得て、村全体で取り組む姿が理想であり、結果や制度の見える化も大切になってく

ると考えられますが、村として村民との取り組みや見える化について、現状及び今後の方針

をどう考えているのか、お聞きいたします。答弁をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 今後の取り組みということであります。若干前段でも申し上げま

したけれども、特定検診を例に挙げますと、対象者の健康の維持や疾病の早期発見による重

症化の予防、それによる医療費の節約なども考えられます。また今まで個人に対するメリッ

トを広報、そういった部分ではしてきたところであります。 

 今後は特定検診を受けることによって、こういったメリットがありますよとか、あるいは

ジェネリック医薬品に切りかえるとこういうメリットがありますよ、保険者努力支援制度の

点数が高くなってまいりますと、そういったことをすることによって、最終的には国保税に

反映をしてくるという、そういったことを広報をしたり、住民に周知をしていかなければな

らないのかなということであります。個々の加入時の説明、このときにもできますし、検診

の取りまとめのときにも、これ全戸に検診の取りまとめをお願いをしておりますので、その

中でもそういった一枚の紙にまとめながら、広報ができるというふうに思っておりますし、

村報でも取りあげていくことも必要かなと、同時にいろんな媒体、メディア媒体を使いなが

らということになろうかと思います。努力はさせていただきます。 

 結果の見える化につきましては、私も初めてこの質問が出て、こういった分析指標が出て

いるんだなという、こういうことでありますので、この辺につきましては、決算時などの機

会を捉えて広報誌などでお伝えをしていけるというふうに思っておりますので、そんなふう

に思わさせていただきたいと思っております。 

 おかげさまで本村の場合は、国保会計自体は被保険者が減っておりますし、一時毎年10％

ぐらいこの医療給付費が増えてたわけでありますけれども、このところ落ちついてきており、

ありがたいなと思っております。過去のそういった努力もあるのかなというふうに思います

ので、より一層こういったことに力を入れてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） 私からの村民への広報も兼ねまして、次の質問に移りたいと思い

ます。 

 制度のインセンティブの指標に、個人へのインセンティブの提供の実施という項目があり

ます。村が現在実施しているまっくん健康ポイントは、その具体的事例と捉えることもでき

ます。まっくん健康ポイントについて、現在も特定検診や保健指導など、制度の指標と連携

している部分がありますが、さらに密に連携させることで、制度の認知向上につなげるなど

効果を高める工夫をしてはいかがでしょうか。制度に直結しているポイントは明らかに高い

ポイントにして、その理由をあえて付記しておくとか、指標の中で高い得点がつけられてい

るジェネリック医薬品の利用については、ジェネリックを利用することを意思表示したシー

ルを保険証に貼った場合に、ポイントが付与されるなど、いろいろ工夫のし甲斐があるので

はと考えます。村の考えをお伺いいたします。答弁をお願いいたします。 
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議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） まっくん健康ポイントの関連性でありますけれども、これは現在

保険者努力支援制度と関連するまっくん健康ポイント、特定検診だとか検診結果説明会だと

か、がん検診、歯科検診、活動量計ウオーキングポイントがあり、ポイント数も10から15ポ

イントと高く設定をしておるところであります。ただ、国保以外の加入者のほうが圧倒的に

多いわけでありますので、この辺の広報の仕方も若干工夫をしていく必要があるというふう

に思っております。これは工夫によってできるんではないかというふうに考えております。

さらには個人の努力が必要であります。全てがそうでありますけれども、ジェネリック医薬

品の切りかえ、今御提案をいただきました。そういうことが可能であるのかどうかというの

は、担当課でしっかり検討をさせていきたいと思ってます。今後も村民の皆さんには楽しみ

ながら、そういったメリット、特典もあるよということを広報をしながら、周知をしながら

健康づくりに取り組んでいただければというふうに思います。健康ポイントの部分につきま

しても、考えさせていただきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） 健康ポイントについては、人にもよりますが、ポイントを何度も

ためて何度も景品をもらうことに、私のように遠慮がちな者はちょっと遠慮する空気があり

ます。繰り返しポイントをためることが保険料の縮減に直結していれば、その空気も変わっ

てくるのではないかと思っています。 

 保険者努力支援制度に関して最後の質問。最後の質問は、専門職の確保についてです。 

 村の歳出のうち、医療費、介護費に代表される民生費は、平成20年度、10年前の平成20年

度の決算では12億4,400万円で、全体の27.4％を占めていました。10年経過した平成30年昨

年度の決算を見てみると20億6,500万円で、民生費は10年間で８億2,100万円増えており、歳

出を占める割合も27.4％から34％へと6.6％も増加しています。団塊の世代が75歳以上とな

る2025年には、さらに増加することが既に決定的な状況であることから、少しでもその額を

下げるために、予防に関する早期の取り組みが非常に重要です。歳出が増えていきますので、

対応する事務職員の負担も増えていきますし、予防の面では、年々需要が高まる管理栄養士

や保健師などの専門職の確保も懸念されるところです。 

 そこで前回の一般質問で村長から伺った、次年度から予定をされている採用形式の抜本的

な改革の一つに、30代、35歳以上の経験者採用をＵターン支援を見越して取り入れてはいか

がでしょうか。現状ここ５年の採用試験の応募者数については減少傾向にあります。また、

こちらフリップで示しますように、５歳ごとの年齢区分による職員数のグラフでは、私がま

さにそうなのですが、就職氷河期であった35歳から39歳の職員数が明らかに少ない状況です。

採用説明会等も重要になってくると思います。また、来月10月19日には民間の経験者採用も

含めた上伊那仕事フェスｉｎ東京が初めて東京で開催されます。上伊那全体で官民合わせて

経験者採用の後押しをしてはどうかと思いますが、村の考えはいかがでしょうか。答弁をお

願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 職員体制の問題であります。専門職特に保健師は十分であるとは

考えていないということであります。これは増員していく考え方でありますし、来年度は１
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人、また次の年度どうしていくのかということは、しっかり考えていきたいなというふうに

思っております。で、年齢制限等につきましては、今年度は間に合いませんでしたので、６

月の一般質問でいただいたということで、ちょっと間に合いませんでしたので、来年度から

この辺は実施をしてきたいというふうに思っております。35歳という年齢制限につきまして

は、採用年齢の引き上げを検討はしておりますし、その実施をしていきたいと思っておりま

す。もともと県でも35歳というのをつけておりますけれども、年齢をつけること自体がどう

なのかなという、こういった部分もあります。教員試験では60歳までという、こういうふう

になっておりますので、そんなところも考えながらということであります。 

 ただ、ありがたいことに、本村の場合はまだまだ応募者があるという、このことはありが

たいなと思っております。昨年度の管理栄養士の募集につきましても、10人の応募がありま

した。採用は１人でありますけど、本年度の保健師の応募者は今のところ、辞退がない限り

８人ということであります。これもありがたいなと思っておるところであります。 

 しかし、この状況がいつまで続くかわかりませんので、年齢の引き上げだとか、藤城議員

からお話のありました移住定住事業の中で、都会での採用そういった説明会が開催されるよ

うな場合は、そのような機会を有効に使っていくことも、考えていかなければならないとい

うふうに思っておりますし、村外の応募者の大半は、この村のホームページや就職情報会社

の情報関連サイト、ここから情報を得ているということであります。昨年の応募でありまし

て、この４月から管理栄養士を採用しましたけれども、そういったところから情報を得たと

いうことで聞いておりますので、そういった情報もしっかりと充実をしていく必要があると

いうふうに思っておるところであります。いずれにいたしましても、村の職員数全体が少な

いという、こういう状況も生まれてきておりますので、この辺が順次増やさせていただきた

いなというように思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） Ｕターン支援に関しましては、募集がゼロの場合は何も起こりま

せんが、募集が村の優良企業である村役場であるだけで、親から子にアプローチがされたり、

試験に落ちたとしても引き続きこちらに戻ってこようと考えたり、さまざまな化学反応が生

まれてくると思います。ぜひよろしくお願いいたします。 

 次の質問に移ります。南部地域の交通安全対策についてです。 

 南部地域は、インターチェンジや権兵衛トンネルの開通により、交通量が増えた地域であ

り、さらに南原地区は人口増加率が高く、大型車や生活車の往来の増加が見受けられます。

また、信州大学農学部キャンパスがあることから、昨日の加藤議員の資料でも示されました

が、運転経験の少ない若者が多いという特徴もあります。交通量の増加に伴い交通事故の増

加が懸念されます。さらに、南部小学校に通う児童は、４年後には現在の200人の1.5倍、

300人に急激に増加します。おのずと小学生の事故が起きる確率も高くなります。南原地区

ではゾーン30が交通安全対策として先進的に実施されました。ただその認知、効果が十分で

あるとは言えません。警察による取り締まりも大切ですが、あの手この手で定期的にドライ

バーにアプローチする機会を、村や住民がそれぞれつくっていく必要があると感じています。 

 例えば一つの提案として、信州大学内の村道を皮切りに、ゾーン30内に塗装の色や素材を

変えて、立体に見せる路面標示、イメージハンプを導入してはいかがでしょうか。道路に物
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理的に凹凸をつけるスピードハンプが諸外国では普及していますが、緊急車両の邪魔になっ

たり、横に避けて通る車が出てきてしまったり、ドライバーのストレスが高まったりなど、

デメリットも多くあります。そこで視覚的に凹凸があるように見せたり、道路が狭いように

見せたりすることができるイメージハンプを交通安全対策とゾーン30の認知強化の取り組み

として導入してはどうでしょうか。 

 さらに、過去の話にはなりますが、平成29年第４回定例会の都志議員の一般質問への回答

の中で、村長から「ゾーン30のエリア内であるという周知をしていく必要があるのかな。」

間を略しまして、「安協や警察などと協議をしながら、進めていければ。」という回答があ

りました。ゾーン30は一旦中に入ってしまうとそこが対象エリアかどうか、非常にわかりづ

らいエリアとなっています。エリア内の対応についても何か進捗がありましたら、お聞かせ

願えればと思います。答弁をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ゾーン30の地区への御質問であります。 

 御承知のとおり、信州大学農学部を中心としましたあの地域、ゾーン30に指定をさせてい

ただいたところであります。入り口には当然規制標識や路面標示をしてあります。通学路で

あるという認識をさせていただきながら、速度を抑えているというこういうことは、やって

おりますけれども、なかなか効果があるかどうかというと、なかなか難しいなというように

は感じております。その中の提案としてイメージハンプも考慮してはどうかという御提案を

いただきました。実は信大とこの信大の校内の交通対策につきましては、何回か協議をして

きたところでございます。物理的なハンプも考えたという、こういうこともあるわけであり

ますけれども、イメージハンプという提案をいただきましたんで、このことはしっかりと協

議、検討をしていきたいというように思います。 

 本村の中で、このイメージハンプを導入しているのが、北殿の下段地区に１カ所あります。

153伊那バイパスとの関連の中で、道路改良をした部分があります。そこにイメージハンプ

ということで行っております。担当課に聞くと若干の効果はあるということでありますので、

これはしっかりやっていきたいと、検討していきたいというふうに思います。 

 また、過去の中からの質問の中でゾーンエリアになる周知の問題であります。今年２月の

末に、広く周知を徹底するために交通安全協会の役員と相談しながら、ゾーン30のエリア内

であることを示す看板を、19カ所カーブミラーに設置をいたしました。通過車両のドライバ

ーが認識を深める努力はしてきたところであります。ただ、なかなか認識が高まっていかな

いという実態もあります。あらゆる手を使いながらというふうに考えておりますので、また

安協の皆さんや警察の皆さんとも定期的に協議をしながら、いい方法があれば取り入れてま

いりたいなというふうに思います。 

 ただ、警察のほうとすれば一番の方法は取り締まりであると、これが一番効果があるとい

うふうに言われておりますけれども、ただその都度取り締まりをするというわけにも、これ

なかなかいかないと思いますので、そのほかのソフト部分でやっていく必要があるというふ

うに考えておりますので、その点はまた強化をしてまいりたいと思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） ４番、藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） 信州大学の物理的なスピードハンプの導入の検討についてお聞き
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をしました。ユリの木が有名だと思うんですが、同じく筑波大学もユリの木がとても有名で、

実際に筑波大学にはスピードハンプがユリの木が大きくことによって、暗くなったため導入

されています。私も仕事でよく伺うんですが、やはりあえて横に避けて通ったりする車がい

て、危ないというのを目で見ておりますので、ぜひこのイメージハンプの導入を。一番大事

なのは、あの手この手で本当にドライバーにアプローチしていくことだと思います。ぜひ村

役場の皆さんのお知恵をかりるとともに、私のほうでもいろいろと案を出していきたいと思

っております。 

 次の質問に移ります。大芝高原のアカマツの計画的伐採についてです。 

 今年、大芝高原内アカマツに松くい虫による松枯れ被害が初めて確認されました。1895年

に福澤校長先生が、小学校校舎のために始めた植林作業から120年以上、大芝高原を愛する

皆様の手によって守られてきたアカマツですが、現代の科学・技術では松枯れを完全に防ぐ

ことは困難です。 

 先日、実際に大芝高原の伐採の現場に行ってきました。今年６月に被害が10本とお聞きし

ていましたが、既に70本のアカマツが伐採されており、被害の広がりに衝撃を受けました。

また、アカマツを切るために重機を入れなくてはなりませんが、重機により例えが悪いんで

すが、戦車が通ったように奥にあるアカマツを切るために、森林がじゅうりんされた様子も

非常にショッキングな光景でした。さらに重機を入れるために樹種転換の要となる健康なヒ

ノキの木を数十本切らなくてはならない現状も学ばせていただきました。 

 被害は大芝の南側から顕著に広がっており、伐採していないアカマツについても、素人目

ではありますが、明らかに色が抜けたものが現在も数多くありました。ポジティブな話もあ

ります。木材を主力とする会社や建設会社の社長からこんな話を聞いています。市街地の近

く標高800メートルで、これだけ世話がされたアカマツがあるのは、日本ではとても珍しい、

搬出にそれほど費用がかからないことは、大きなメリットといった内容です。雑談レベルの

話し合いではありますが、海外の安い木材が進出している中で、大芝高原は山奥ではないこ

とから、未被害のアカマツにはまだ福澤校長先生が当初目的としていた木材としての価値、

さらには良質な木材としての価値を見出す可能性がありそうです。 

 現状、大芝高原内において実施されている、枯れたアカマツを中心とした伐採対応では計

画的な伐採ができず、費用もかさんでくると思われます。未被害のアカマツの活用や売却を

含めた計画的な伐採に切りかえるなど、方針転換を考える時期が来たのではないかと考えま

す。また、大芝高原のアカマツのあり方については、多様な意見を村民それぞれが持ってい

ることが伺えます。恐らく全員が納得するような答えはないように思われます。村民の積極

的な参加を受けて、検討会など今後のあり方を検討していただきたいと思いますが、村の考

えをお聞きできればと思います。答弁をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 大芝高原のアカマツに対する松くい虫の対策であります。 

 本当にひどい状況になってきておりますので、早急にこれは方針転換はしてきております

けれども、樹種転換という形だけの方針転換でありました。したがいまして、これからは大

径木のアカマツをどう生かしていくかという、このことも考えていかなければならない時期

になってきておるという認識はしておりますんで、早急にまた森林協議会等で協議をしてい

ただきたいなというふうに思っております。 
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 また、同時に村民参加という御意見をいただきました。パブリックコメントをしてみるの

もいいのかなという、そんな考えもありますので、その辺はそんな対応をさせていただきた

いと思います。本村の場合は住民代表からなる森林協議会というのがありますんで、まずは

そこで協議をしていただいて、パブリックコメントも取りながら、村民参加の方法を考えて

いきたいというふうに思いますし、昔と状況はかなり変わってきているということは、これ

が村民の皆さんもかなり認識が深まってきておると思います。 

 昨日もお話しましたけれども、当初これを薬剤の樹幹注入をするときは、12区に意見を伺

いました。本当にさまざまな御意見でありました。これを統一するということは難しかった

ところであります。ただその当時は、何としてもアカマツを守ってもらいたいという意見が

圧倒的でありましたんで、樹幹注入に踏み切ったところでありますけれども、今は状況が変

わってきておりますので、その辺はそんな対応をさせていただきたいと。大径木を生かして

いくという、これは必要であるというふうに思っております。 

 さまざまな意見がある。このことも承知をしておりますけれども、生かす方法も必要では

ないかなと、同時に樹種転換も進めていくということであります。私もこの植林をした一人

として、こういった状況は本当に悲しいなという思いでありますけれども、時代は進んでお

りますので、そんなことをこれからやっていきたいと思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） ４番、藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） アカマツは大芝高原の象徴です。大芝高原を愛する人がこの村に

はたくさんいます。ぜひ村の声を今後の村民の声を反映していただければと願っております。 

 通告書の１項目め、幼児教育・保育の無償化について、質問をさせていただきます。 

 2014年度に発表された子ども・子育て支援事業計画アンケート結果報告書からは、次のよ

うな時間延長に対する高いニーズが読み取れました。平日のお迎え時間が17時以降である実

際の割合は全体の19.4%、ただ実際に希望している、17時以降を希望している割合は11.3％

上がりまして、30.7％という結果が出ています。このようなアンケート結果に代表される保

育の潜在的なニーズは、無償化される10月のタイミングではなく、年度が切りかわる2020年

４月をターニングポイントして、徐々に表面化されていくことが予想されます。 

 さらに現在の我が国は、日本全体で人手不足が深刻化し、働き手も減っていきますので、

特に今後も人口が増加し、予想より減少人口が高どまりしている我が村においては、当面は

保育ニーズが減少することがないと思われます。受け入れ体制や保育士の労働環境など、村

はどのように考え、どのような具体的対応をとるのか。可能であれば2019年、今年に実施し

た最新のアンケート結果も踏まえて、展望をお聞きしたいと思います。 

 ただ、保育士の体制などについては、先ほど笹沼議員への答弁の中で何とかやっている、

厳しい状況、来年度は増やしていくという回答をいただいておりますので、アンケート結果

を踏まえた今後の展望をお聞きできればと思います。答弁をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 時間的な関係があります。端的に申し上げます。 

 アンケート2014年と、2019年のアンケート結果から見ますと、ほぼ同じような状況であり

ます。全くと言っていいほどであります。預け入れというか、時間であります。圧倒的に多

いのは４時までというのが36.3％、2014年が35.4％でありますので、これもほとんど変わり
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ません。５時までというのが12.2％今回、前回が12.5％ということで、それ以降もほとんど

同じ状況となっております。したがってニーズは５年前と同じであるというように思ってお

るところであります。 

 来年からの問題もあります。この辺はしっかりと検討していかなければならないというよ

うに思いますけれども、これは後の問題で短時間のやつはまた後で出ます。時間がないので。

この辺の保育士等の確保の問題と預ける時間、これも真剣に考えていかなければなりません

けれども、保護者の迎えに来れる時間を重視をして、とりあえずはしていきたいと思ってお

ります。これは保育士の確保の問題というのもありますんで、ニーズは７時までというニー

ズがあろうかと思いますけれども、それはそれで保護者の受け入れ時間、就労の時間、これ

を基本に考えてきたいというふうに思っております。今は現状ではそんなところであります。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） 済みません。時間の関係で延長保育の利用料については、済みま

せん、飛ばさせていただきます。 

 最後の５項目めの、通告書では２項目めの質問をさせていただきます。共働きに優しい村

へ保育制度に関する意識改革についての問いかけです。 

 子ども・子育て支援新制度では、2015年度から保育の必要量の認定を、標準時間と短時間

の２区分で行うことになりました。２区分にはなりましたが、村側が保育時間によって保育

料の負担を減らす仕組みを丁寧につくっていただきました。それが保育短時間の長時間保育

です。恐らくですが、保育標準時間の登録より、保育短時間の長時間保育の登録のほうが数

が多く、すぐれた仕組みであると思っています。 

 ただ、保育の無償化以降はフルタイム共働きの世帯を想定した場合、朝７時半から午後６

時半までの11時間保育、いわゆる標準時間の区分が増えてくることが予想されます。現在保

育標準時間の区分となった児童と、保育短時間の長時間保育となった児童は、実際には標準

であるのに長時間保育と呼称されており、マイノリティの扱いを受けています。このことに

よって、子供にとっては「長時間嫌だ、何でお迎え遅いの。」などネガティブな感情を生み

出す要因となっていて、回答に困ったことのある親も多いのではないでしょうか。 

 さらに短時間に合わせたイベントや、協力依頼などが、当然のように行われつつあり、フ

ルタイムの共働きに代表される標準時間、保育短時間の長時間の保護者などが休みを取って、

対応せざるを得なかったり、休めなかった場合は「何で来てくれなかったの。」と子供に悲

しい思いをさせたりする原因となっています。先ほど質問をさせていただいた保育の無償化

等により、標準時間の児童の増加も今後予想される中で、保育短時間の児童を例えば早帰り

と呼称する形に改めるなど、標準はどちらなのか、保育制度に関する意識改革を共働きに優

しい方向へと進めていただきたいと考えますが、村の考えをお聞きください。答弁をお願い

いたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 基本的には、標準時間が基本となる、このことはそのとおりであ

ります。したがいまして、１日11時間、村は最長で11時間30分まで保育園開園をしておると

ころであります。これが標準ということであります。そのほかの皆さんは短時間という、こ

ういうことであります。これは国の考え方がそうなっておるところであります。これから希
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望の中でどの程度この標準時間として、認定をしなければならない家庭があるのかというの

は、これからの問題となってまいります。増えてくることはそれは当然予想されます。しか

しながら、村のほうの基本的な考え方といたしましては、親の就労時間をしっかりと見てい

きたいなというふうに思っております。これは当面の措置ということで、お願いをしたいと

いうふうに思います。で、保育料の関係につきましても、短時間認定プラス保育料のほうが

はるかにというか、いい制度になっておるところであります。この辺も合わせて考えていか

ないと、というふうには思います。 

 共働き世帯に優しいということでありますけれども、これはなかなか難しい問題でありま

す。時間をかけてちょっと検討していく、保護者会との話もさせていただかなければならな

いということでありますので、早急にはこれは結論は出ないということであります。その点

は御理解をいただきたいと思います。呼び方につきましても、少し庁内で議論をし、保護者

の御意見もお聞きできればというふうに思っております。今は長時間ということで、当面は

そんなことで、ちょっと御理解をいただきたいなというふうに思います。 

 ただ、保護者負担という点につきましては、保護者の御協力をいただかないと保育園の事

業というのは、進んでいかないという面もあるわけでありますので、この辺も過度に保護者

に負担がかかっているのかどうかという、かかっていると思いますけれども、もう少し何と

かできる部分があるのかとか、その辺も保護者会の御意見もお聞きをしながらということで、

やっていければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） ４番、藤城議員。 

 時間が来てますのでよろしくお願いします。 

４  番（藤城 栄文） 冒頭で今回の質問は村に在住、在勤の方から頂戴した御意見や御

要望を中心に質問したと申しました。11月中旬には村議会主催で、「あなたの声を聞かせて

ください、村民の声を聞く会」を開催いたします。ぜひ村民の皆様、たくさんの御参加をお

待ちしております。11月の議会だよりで広報をさせていただきます。 

 以上で質問を終わります。 

議  長（丸山  豊） これで、４番、藤城栄文議員の質問は終わります。 

 これで一般質問は終わります。 

 明日19日の会議は、議事の都合により、特に午後３時に繰り下げて開くことにいたします。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会いたします。 

事務局長（松澤 さゆり） 御起立願います。礼。〔一同礼〕 

議  長（丸山  豊） お疲れさまでした。 

 

   散会 午前１１時４７分 
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議 事 日 程（第４号） 

令和元年９月１９日（木曜日） 午後３時００分 開議 

 

第１ 請願・陳情の採決(審査結果の委員長報告)              質疑～採決 

 

第２ 発議第１号                            提案～採決 

 

第３ 議案の訂正 

 

第４ 議案第１号～第６号                        討論～採決 

 

第５ 議案第７号～第12号(委員会の審査報告)               質疑～採決 

 

第６ 案第13号～第18号                         討論～採決 

 

第７ 継続審査事項 

 

第８ 継続調査事項 

 

第９ 議員派遣 
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○出席議員（１０名） 

 １番 百 瀬 輝 和   ６番 都 志 今朝一 

 ２番 山 﨑 文 直   ７番 加 藤 泰 久 

 ３番 原   源 次   ８番 小 坂 泰 夫 

 ４番 藤 城 栄 文   ９番 三 澤 澄 子 

 ５番 笹 沼 美 保  １０番 丸 山   豊 

 

 

○欠席議員 

   なし 

 

 

○説明のため出席した者 

村 長 唐 木 一 直  住民環境課長 清 水 恵 子 

副 村 長 原   茂 樹  健康福祉課長 堀   正 弘 

教 育 長 清 水 閣 成  子育て支援課長 唐 澤 孝 男 

総 務 課 長 藤 田 貞 文  産 業 課 長 出羽澤 平 治 

地域づくり推進課長 田 中 俊 彦  教 育 次 長 伊 藤 弘 美 

会計管理者 松 澤 厚 子  代表監査委員 原     浩 

財 務 課 長 唐 澤 英 樹    

 

 

○職務のため出席した者 

   議会事務局長   松 澤 さゆり 

   議会事務局次長   髙 木 謙 治 

 

 

 

 



150 

会議のてんまつ 

令和元年９月１９日    午後３時００分 開議 

 

事務局長（松澤 さゆり） 御起立願います。〔一同起立〕こんにちは。 

〔一同「こんにちは」〕御着席ください。〔一同着席〕 

議  長（丸山  豊） お疲れさまです。 

 ただいまの出席議員数は10人です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開

きます。 

 会議に入る前に御報告いたします。本日、藤澤建設水道課長が病気療養のため、欠席する

旨の届け出がありました。 

 本日、意見書案が提出されました。それに伴い議会運営委員会が開催されていますので、

議会運営委員長の報告を求めます。 

 山﨑議会運営委員長。 

議会運営委員長（山﨑 文直） こんにちは。御苦労さまです。議会運営委員会の報告をい

たします。 

 本日、発議が提出されたことに伴いまして、先ほど議会運営委員会を開催いたしました。

次のとおり決定したので、報告をいたします。 

 発議が１件、議案の訂正が１件が提出されていますので、これを本日の会議日程とします。 

 以上で、議会運営委員長報告を終わります。 

議  長（丸山  豊） ただいまの議会運営委員長の報告のとおり、発議１件、議案の訂

正１件を本日の会議日程とします。 

 日程第１、請願・陳情を採決いたします。 

 総務経済常任委員会付託の請願・陳情の審査に関し、常任委員長の報告を求めます。 

 百瀬総務経済常任委員長。 

総務経済常任委員長（百瀬 輝和） 総務経済常任委員長に付託されました陳情２件のうち、

陳情11号を南箕輪村議会会議規則第91条に基づき、委員長報告をいたします。 

 陳情11号、「米軍普天間飛行場の辺野古移設を促進する意見書に関する陳情」。 

 ９月の３日に委員会審議をいたしました。内容については賛成意見として自分の意見と同

じである。日米安保の考えから沖縄に基地は必要、苦渋の選択である。反対意見としまして

沖縄のことを長野県の村がどうこう言えない。内容には賛成できない。日米安保があるが、

普天間から辺野古へ移設、いわゆる右から左への移設は反対。 

 継続審査趣旨採択の意見はありませんでした。 

 採決の結果、採択２、不採択２、同数で委員長採択をし、結果陳情11号は採択すべきもの

といたしました。 

 以上、委員長報告を終わります。 

議  長（丸山  豊） 委員長報告に対する陳情第11号「米軍普天間飛行場の辺野古移設

を促進する意見書に関する陳情」の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ８番、小坂議員。 
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８  番（小坂 泰夫） ８番、小坂です。 

 １点質問です。委員長報告の中の反対意見だったかと思うんですけれども、その中で長野

県人が沖縄のことをどうこう言えないと。そういう意見ということで、それもしごくもっと

もだなと私思うんですね。この沖縄関係、基地関係、米軍関係、本当に今までもいっぱい出

てきてますし、今後も出てくるかなと、それで南箕輪村の議会の方針というのもあろうかと

思います。最近、議会でも話し合ってると思うんですけれど、この手の問題についてはちょ

っと審議は難しいんじゃないかとか、取り扱いについて今後もずっとこういうのを繰り返す

のか、そういう疑問というか、そういった声というかはありませんでしたでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 質問の趣旨がわからなかったです。 

総務経済常任委員長（百瀬 輝和） ちょっとマイクのぐあいが悪くて聞き取りづらくて、

もう一度お願いしたいんです。 

８  番（小坂 泰夫） じゃあ、はっきりして。要は沖縄のことを長野県人がどうこう言

えないという意見があったかと思います。それはそれで、私はそういう事も正しいかなと思

うんですけれど、沖縄関連のこの基地とか米軍関連の陳情が本当に最近まで多く、これから

も出てくるんじゃないかなと。それでこの審議については賛否、どちらに造るかもあろうか

と思いますし、村として採択を検討する時間も何か、私は村にもっと近い大事なことを話し

合う、考えていくことのほうが村議会にとってより有意義な活動ができるんじゃないかとい

う思いもありまして、こういったものの扱いを今後も続けていくようなことでよいのかって

そういう疑問的な御意見とか考え方はありませんでしたでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 １番、百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） 小坂議員の質問にお答えします。 

 中ではそういう意見はありませんでした。また、そういうことについてはまた議運なり、

議会でしっかりと揉んでいく必要があると思いますので、私からは答えらません。 

議  長（丸山  豊） ほかに質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） これで質疑を終わります。 

 陳情第11号の討論を行います。 

 原案に反対の討論はありませんか。 

 ９番、三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） 反対の討論をさせていただきます。 

 普天間飛行場の辺野古移設を促進する意見書ということでありますけれども、そもそも普

天間基地は、この文書すごく長い文書でありました、読んでみますと。中はいろいろなこと

が書いてありましたが、沖縄の民意ということで私は受けとめたいと思います。民意をどう

いうふうに受けとめるかということで、この陳情には反対であります。 

 で、普天間基地は長いので、私の文章もちょっと私の言いたいことも長くなります。沖縄

戦の最中、米軍が国際法に違反して、県民の土地を一方的に接収して建設したものであり、

無条件閉鎖撤去が当然のことだというように思います。で、1995年の米兵少女暴行事件を受

けまして、1996年４月に日米両政府が沖縄県の米海兵隊普天間基地の全面返還で合意してか

ら、既に23年がたちます。世界一危険、当時のラムズフェルド国務長官も言ってます。と、



152 

されながら、いまだにその返還が実現しないのは、沖縄県民が強く反対する県内移設が条件

にされているためです。会見３日後の15日に、日米両政府が設置した沖縄に関する特別行動

委員会の中間報告が発表され、同報告では今後５年から７年以内に十分な代替施設が完成し

た後、普天間飛行場を返還するとして、そのために沖縄県における他の米軍の施設及び区域

におけるヘリポートの建設を打ち出しましたとあります。この中にも書いてあります。確か

に。 

 このとき、ヘリポートとされていた代替施設は、その後大きく変貌します。現在計画され

ているのは辺野古の海を埋め立て、２本のＶ字滑走路や弾薬搭載区域、強襲揚陸艦が接岸で

きる岸壁などを備えた、巨大基地建設であって、全く質の違う新しい基地の様相を呈してい

ます。それで、2019年３月16日に２月24日県民投票で示された圧倒的な沖縄県民の民意を受

けても、埋め立てを続けていることに対して、県民集会で決議が行われるとあります。埋め

立て工事を中止し、辺野古への新基地建設を即時断念せよというのが、民意であります。 

 で、沖縄県知事が県民投票の結果を政府に通知した直後、政府は新たな護岸工事に着工し、

さらに新たな区域で埋め立てを行っていると。県民の民意を無視して辺野古新基地を強行す

ることは、民主国家として恥ずべき行為であり、断じて許すことはできない。日本が民主国

家ならば、国策の遂行が民意と無関係であってはならない。国土の約0.6％の沖縄県に米軍

専用施設の約70％が集中していることは異常事態である。沖縄県民の負担軽減を行うならば、

県民投票の結果を受けて、政府は米国政府と直接交渉し、辺野古新基地建設を断念し、オス

プレイ配備撤回、世界一危険な普天間基地は即時運用停止を行い、閉鎖返還すべきだと言っ

ています。翁長知事が命を懸けて守り抜いたこと、誇りある豊かさを実現させるまで戦いぬ

くと言って決議しております。 

 沖縄地方自治と日本民主主義と平和を守るために、この不条理に全力で抗い続けるという

ことで、１として、県民投票で示された圧倒的な民意を尊重し、埋め立てを中止し、辺野古

への新基地建設を即時断念すること。 

 ２として、大浦湾側には活断層があり、その付近の海底には超軟弱地盤が存在する。米国

の安全基準である高さ制限にも抵触している。環境を著しく破壊している赤土まじりの埋め

立ての土砂を全て撤去すること。 

 ３として、欠陥機オスプレイ配備を撤回し、米軍普天間基地を即時運用停止し、閉鎖撤去

すること。 

 この、うちの議会でも沖縄の米軍基地のことに関しては、見直しをするようにという日米

地位協定の見直しも求めているところであります。で、欠陥機オスプレイが最近この上伊那

地方も訓練地に適しているということで、たびたび飛んできておる状況で、日本全体が本当

に基地化、米軍基地の基地にされようとしているような状況で、けして沖縄のことだけでな

くて、長野県もきちんと考えなければならない問題、日本全国の問題だというふうに私は考

えております。 

 そういう意味で、沖縄県が繰り返し辺野古基地の建設の反対の民意をしてきたものに対し

て、私たち議会がこれをもし採択したら、本当に議会の権威が問われるというか、村の議会

のあり方が本当に問われるんじゃないかと思いますので、私はこの陳情には反対するべきだ

と思います。 

議  長（丸山  豊） ほかに討論はありませんか。 
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 ２番、山﨑議員。 

２  番（山﨑 文直） ２番、山﨑です。 

 普天間基地、私も行ってまいりました。非常に塀のすぐ横が住宅地が、学校があるという、

異常なところにある基地だなというふうに思ってます。もちろんそういうわけで、普天間飛

行場がそこからなくなれば一番いいわけですけど、その行き先が同じ沖縄県の辺野古の先と。

そこへも行ってまいりましたけれども、そこは普天間よりは人口が少ないわけです。人口が

少ないところへ行けばいいのかという問題ではなくて、とにかく沖縄から少しでも減らすと

いう努力を日本政府がもう少し前向きにするべきだろうと、こういうふうに思います。沖縄

の基地はほとんど、米軍の海兵隊が使うという基地だそうでありますけども、その海兵隊は

既にグアム島の基地のほうへ移動も一部しているという状況の中で、こういう状態がいつま

でも続くということは、これは日本のためにならないだろうなと。 

 こういうことを考えますので、この陳情に対しては、採択ということでなくて、もう一回

日本の将来のためにみんなで考えていくという意味も込めて、不採択にしていくべきだった

ろうなというふうに思いますので、反対意見ということであります。 

議  長（丸山  豊） 賛成の討論はありませんか。 

 ８番、小坂議員。 

８  番（小坂 泰夫） ８番、小坂です。 

 委員長報告に賛成立場です。ただ私は以前からちょっと今後米軍の基地の関係については

いろいろ考えることがありまして、その気持ちの中で賛成と言いましたけど、100、ゼロで

賛成ではなくて、本当に厳しい51対49ぐらいで賛成を選んだというような意図もあります。

先ほど反対意見を述べられた議員さんの中で県民の民意という声がありましたけれど、この

陳情の２ページ目の末尾にあります７万ほどの署名が集まって、このことに関してメディア

は報じていない、これは辺野古に移してくれという署名だと思うんですけれど、それでこの

陳情者ですけど、平安座さん元宜野湾市議だそうですけど、この方ほかの報道で言われてい

るが米軍に基地撤去の義務がある以上、辺野古は唯一の選択肢、埋め立て面積は普天間飛行

場の３分の１だし、軍用機の飛行ルートも海上、海の上にあり危険性もほぼなく、これを負

担軽減でないと主張するのはおかしいと語気を強め、市民が大変な思いをしているのになぜ

県は移設をとめるのかと、県政への不信感をあらわにしているという報道もあります。先ほ

ども申しましたけど、長野県民というか、沖縄県民以外の日本人がこの問題に賛成、反対に

ついて、沖縄県の中で苦しんでいるというのは確かだと思いますので、賛否を沖縄県以外の

人間がいろいろ申すのもどうなのかなと思うところもあるんですけれど、辺野古に移せって

いう声があるというのも事実だと思いますので、私は、今回この委員長報告に賛成でござい

ます。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 反対の討論はありませんか。 

 ７番、加藤議員。 

７  番（加藤 泰久） 私は反対の立場からお話をさせていただきますが、先ほどの皆さ

んとはちょっと違う部分があるかと思いますが、この件に関しましては、日米安保条約があ

ることによって起因して起きてることであります。普天間飛行場が辺野古に移設されること

があった場合は、普天間の危険性というのは薄くなるかもしれない。しかし辺野古の危険性
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は高まる。同じ沖縄の中にあって、右から左、危険のたらい回しをしても、これは問題であ

って、こういうことには反対をすることであって、グアム移転だったら大賛成と。こういう

ことでございます。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 賛成の討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） これで討論は終わります。 

 陳情第11号を採決いたします。 

 採決に当たって起立されない皆さんは、反対とみなします。 

 この陳情を採択することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 採決が同数となりました。半数となりました。 

 よって、議長によって裁決いたします。 

 議長は陳情第11号は採択することにいたします。 

 したがって陳情第11号は、採択することに決定いたしました。 

 日程第２、発議第１号「米軍普天間飛行場の辺野古移設を促進する意見書」を議題といた

します。 

 職員に議案を朗読させます。松澤事務局長。 

事務局長（松澤 さゆり）  朗読 

議  長（丸山  豊） 本案について趣旨説明を求めます。 

 ６番、都志今朝一議員。 

６  番（都志 今朝一） 発議第１号の意見書について、提案説明をいたします。 

 陳情第11号「米軍普天間飛行場の辺野古移設を促進する意見書に関する陳情」についての

趣旨説明を行います。 

 意見書の記３項目を朗読し、趣旨説明に変えます。 

 １、普天間飛行場の危険性を除去し、宜野湾市民の74年間もの苦労を一日も早く解消する

こと。 

 ２、その具体的な方法として現在、唯一、示され実行されている辺野古先キャンプ・シュ

ワブへの移転・統合を推進すること。 

 ３、日本の安全保障を確保するため、日米安保条約を推進するとともに、一定の基地負担

を負わざるを得ない沖縄県において、さらなる基地の整理縮小を求める。 

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 

 以上、趣旨説明といたします。御賛同をよろしくお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 発議第１号の討論を行います。 

 反対討論はありませんか。 

 ９番、三澤議員。 
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９  番（三澤 澄子） ９番、三澤です。今ほとんど申し上げましたので、それ以上詳し

くは言いませんけれども、やはり沖縄の基地軽減ということが今言われております。しかし

ながら、例えば面積を若干減らすということで、東村の訓練所を地理的には若干減らしたと

ころでありますけれども、実際にはオスプレイの数がますます増え続け、また違った戦闘機

が次々と飛来しているというような状況があって、一つどかせれば次の戦闘機が次に来ると

いうような訓練状態が違法状態の中で、続けられておりまして、つい先日も海でありますけ

ども、その部品が落ちたということが、繰り返し繰り返し行われております。 

 そういうことが続く限り、本当に沖縄の県民の皆さんは、安心して暮らすことはできない

と思いますし、本当にこの間繰り返し民意として、県知事選や衆議院選挙やまた県民投票に

よって、繰り返された民意は、もうとにかくこれ以上基地をつくってもらいたくないという

思いでありますし、日本国内へも移設してもらいたくないという沖縄県民の願いだというふ

うに、私は受けとめております。 

 これは民主主義として、投票できちっと示されている民意であります。これを繰り返し国

が、国の方針、施策だからといって強行することが許されるでしょうか。そしてそれを私た

ちの議会が追認するということが許されるとしたら、本当に議会はもう死んでるというふう

に思うわけであります。私はこのことを採択すること、上げることには反対をいたします。 

議  長（丸山  豊） 賛成討論はありませんか。 

１番、百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） １番、百瀬です。 

 一言だけ言っておきます。沖縄県内の議会でもこの意見書が採択されております。で、や

はり米軍基地がなくなるということが希望なんですが、今の時点とすればいろいろな世界の

脅威が日本国に来ている中、まだまだ米軍の力を借りなければ、日本が守られていかないと

いう現実があるわけです。 

 その中でここに書いてあったように、昔というか1995年ですかね、に日本とアメリカが合

意をして地元の人たちも合意をして、進めてきたやつが途中はっきり言うと、民主党政権時

代にここを狂わせてしまって、今に至っているわけです。 

 そういう流れの中で、苦しんで、苦しんで、本当はないほうがいいに決まっているし、地

球上から戦争がなくなって平和な世界になれば、こんなことはしなくていいわけですが、ま

だ今のところ、そういう脅威をどうやって守っていくかというのを考えていかなければいけ

ない。そういう中で、苦渋の選択の中で、その普天間飛行場の危機をなくすという中では、

この辺野古移設というのが今のところは、僕は最大の危険をなくす方法なのかなと思います

ので、沖縄県民の中の全員が反対しているわけじゃないです。報道も一部しかされてないん

です。賛成という促進する報道が一切されてないんです、沖縄の中で。沖縄議会の中でも沖

縄の地方議会の中でも、この意見を賛成して採択してるところがありますので、うちの議会

が採択しても全然おかしくないと思います。よろしくお願いします。 

議  長（丸山  豊） 反対討論はありませんか。 

 ２番、山﨑議員。 

２  番（山﨑 文直） ２番、山﨑です。 

 私はこの意見書の中の１番については全く賛成でございます。ただ２番と３番はどうして

も受け入れられないということで、今これからできようとしている辺野古の基地をつくれば
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何十年ともつわけですので、これを既定路線というふうにしちゃうと、解決はさらに向こう

にいってしまうだろうなと。そのほかにできることを今政府なり、沖縄の人たちなり、そう

いう人たちが一生懸命やるべきだろうなというふうに考えます。本当に沖縄の人たちが賛成、

反対そういうようなことで、意見が分かれてしまってる不幸な現状を、政府がみずから解決

に乗り出す、そういうことを期待をしながら、この意見書に対しては反対といたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 賛成討論はありませんか。反対討論。 

 ７番、加藤議員 

７  番（加藤 泰久） この意見書の中にありますところの日米安保に関する記述でござ

いますが、60年安保反対のときから私も反対をしてきておりますが、60年たった今も日米安

保条約を推進するというような考え、それによって沖縄がどれだけの日米安保があるがゆえ

に、沖縄がどれだけの県民初め、それぞれの皆さんが負担を負っているか、そういうことを

考えることもやっぱり、日米安保を推進するなんていう文言が入ったら到底賛成するわけに

はいきません。 

議  長（丸山  豊） 反対討論はありませんか。賛成討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） これで討論を終わります。 

 発議第１号を採決いたします。 

 採決に当たって起立されない皆さんは、反対とみなします。 

 この発議第１号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 採決が同数となりました。半数となりました。 

 よって、議長によって裁決いたします。 

 議長は発議第１号は原案のとおり可決することにいたします。 

 したがって発議第１号は、原案のとおり可決されました。 

 日程第３、議事の訂正の件を議題といたします。 

 村長から議案の訂正理由を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第６号「南箕輪村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を定める条例及び南箕輪村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例」についての訂正の理由を申し上げます。 

 この件につきましては、幼児教育・保育の無償化に向けた内閣府令の一部改正に基づき、

議案第６号を提案させていただいておりましたが、８月30日付の官報で内閣府令の一部に誤

りがあることが明らかになりました。つきましては、議案第６号の誤りに該当する箇所を訂

正するものであります。 

 細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしくお願いをいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 唐澤子育て支援課長。 

子育て支援課長（唐澤 孝男） それでは議案第６号の訂正についての細部説明をさせてい

ただきます。 
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 村長の説明のとおり、本条例は幼児教育・保育の無償化に向けた特定教育保育施設及び特

定地域型保育事業の運営の関する基準の一部を改正する内閣府令、これは令和元年内閣府令

第８号、令和元年５月31日に公布されております。に基づき、条例の一部改正について提案

させていただきましたが、内閣府令の一部の誤りがあったために、議案第６号についての訂

正をお願いをするものであります。 

 それでは、訂正の請求書をおめくりいただきまして、訂正表をごらんいただきたいと思い

ます。 

 右側が訂正前、左側が訂正後となります。なお、右側の訂正前につきましては、提出済み

の議案の改正後に当たるもので、左側の訂正後は改正後の部分を訂正したものとなっており

ます。アンダーラインが訂正箇所であります。いずれも内閣府令の誤りのうち、議案第６号

にかかわる部分の訂正となります。 

 まず第14号第１項ですが、これが訂正前は、この項第19条及び第36条第３項において同じ

ということが、そこの部分この項からおいてというところが削除となります。 

 それから、第35条の第３項ですが、訂正前が同項イ、（イ）中、「を除く」とあるのが、

「除き特別利用保育を受ける者を含む」とするというのがあるんですが、そこを同号イ、

（イ）中、教育保育給付認定子どもとあるのは、「教育保育給付認定子ども（特別利用保育

を受ける者を含む）」というような訂正をいたします。 

 続きまして第36条第３項ですが、同号イ、（イ）中、「を除く」とあるのは、「及び特別

利用保育を受ける者を除くとする」を「教育保育給付認定子ども」とあるのは「教育保育給

付認定子ども（特別利用保育を受ける者を除く）」とするというように訂正をいたします。 

 それから、第50条の関係ですが、中ほどですが、以下この項第19条及び第36条第３項とあ

るのはということですが、そこのところが削除となります。 

 おめくりいただきまして、第51条第３項ですが、訂正前が次条第３項において同じという

のが削除となります。 

 それから、第52条第３項につきましては、特定満３歳未満保育認定子どもというところが

あるわけですけど、それを特定満３歳以上保育認定子どもに限るということになります。 

 それから、同じ52条第３項になりますが、満３歳以上保育認定子どもに係るということが

ありますが、そこに参照条項を追加しまして、満３歳以上保育認定子ども（令第４条第１項

第２号に規定する満３歳以上保育認定子どもを言う）に係るというふうに訂正をしたいと思

います。お願いしたいと思います。 

 なお、一緒にお配りしております新旧対照表の左側の改正後の欄につきましては、今回の

訂正を反映したものとなっております。つきましては、今回の条例改正の改正前と訂正済み

の改正後の対照表ということになりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上で細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） お諮りいたします。 

 ただいま議題となっています議案の訂正の件を許可することに御異議ありませんか。 

〔議場「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議  長（丸山  豊） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案の訂正の件を許可することに決定いたしました。 

 日程第４、議案に対する討論、採決を行います。 
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 議案第１号「南箕輪村税条例等の一部を改正する条例」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第１号を採決いたします。 

 議案第１号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

 議案第２号「南箕輪村職員定数条例の一部を改正する条例」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第２号を採決いたします。 

 議案第２号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

 議案第３号「南箕輪村印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例」の討論を行

います。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第３号を採決いたします。 

 議案第３号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

 議案第４号「南箕輪村公園条例の一部を改正する条例」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第４号を採決いたします。 

 議案第４号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

 議案第５号「南箕輪村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 
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〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第５号を採決いたします。 

 議案第５号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

 議案第６号「南箕輪村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例及び南箕輪村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する

条例の一部を改正する条例」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 ９番、三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） ９番、三澤です。 

 一応賛成はいたしますが、先日の質疑の中で明らかになった点について、ちょっと任用上

注意をお願いしたいということをつけ加えて賛成したいと思います。 

 先日、討論・質疑の中で副食費をどのように集めるのかということと、滞納した場合につ

いてということで、児童手当を充ててもよいという国の方針があったということであります。

で、また内閣府のほうからは、副食費の滞納がある保護者から事情を聞き、利用継続の可否

等を検討するというような内容の通達もきてるというふうに聞いております。もしこのこと

によって、本当に必要な保育が中断することがもしあってはならないと思います。こういう

ことの運用については、十分に注意をされて、必要な保育をきちんと村で保証していくとい

う点で、注意をお願いしながら賛成をいたします。 

議  長（丸山  豊） ほかに討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） これで討論は終わります。 

 議案第６号を採決いたします。 

 議案第６号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第６号は原案のとおり可決されました。 

 日程第５、議案第７号から議案第12号の討論・採決を行います。 

 議案第７号から議案第12号は、決算特別委員会に付託されていますので、ここで委員長の

報告を求めます。 

 三澤決算特別委員長。 

決算特別委員長（三澤 澄子） 決算特別委員長報告をいたします。 

 決算特別委員会に付託されました議案第７号から議案第12号までの６議案につきまして、

審査の結果を報告いたします。 

 議案第７号「平成30年度南箕輪村一般会計歳入歳出決算の認定について」は、審査の結果、

認定すべきものと決しました。 

 議案第８号「平成30年度南箕輪村介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」は、
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審査の結果、認定すべきものと決しました。 

 議案第９号「平成30年度南箕輪村国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」は、審査の結果、認定すべきものと決しました。 

 議案第10号「平成30年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」

は、審査の結果、認定すべきものと決しました。 

 議案第11号「平成30年度南箕輪村水道事業会計決算の認定について」は、審査の結果、認

定すべきものと決しました。 

 議案第12号「平成30年度南箕輪村下水道事業会計決算の認定について」は、審査の結果、

認定すべきものと決しました。 

 なお、審査の過程において各議員から出されました指摘事項等を十分留意の上、より一層

の効率的な事業展開を図り、健全な行財政運営に当たるよう、また、次年度の予算編成に生

かしていただくよう要望いたします。 

 以上で、決算特別委員長報告を終わります。 

議  長（丸山  豊） これから、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 これから、議案第７号「平成30年度南箕輪村一般会計歳入歳出決算の認定について」の討

論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第７号を採決いたします。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 この決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第７号は、認定することに決定いたしました。 

 議案第８号「平成30年度南箕輪村介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」の

討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第８号を採決いたします。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 この決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第８号は、認定することに決定いたしました。 

 議案第９号「平成30年度南箕輪村国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい
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て」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第９号を採決いたします。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 この決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第９号は、認定することに決定いたしました。 

 議案第10号「平成30年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」

の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第10号を採決いたします。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 この決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第10号は、認定することに決定いたしました。 

 議案第11号「平成30年度南箕輪村水道事業会計決算の認定について」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第11号を採決いたします。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 この決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第11号は、認定することに決定いたしました。 

 議案第12号「平成30年度南箕輪村下水道事業会計決算の認定について」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第12号を採決いたします。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 この決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 
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 したがって、議案第12号は、認定することに決定いたしました。 

 日程第６、議案の討論、採決を続けます。 

 議案第13号「令和元年度南箕輪村一般会計補正予算（第７号）」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第13号を採決いたします。 

 議案第13号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第13号は、原案のとおり可決されました。 

 議案第14号「令和元年度南箕輪村介護保険事業特別会計補正予算(第１号)」の討論を行い

ます。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第14号を採決いたします。 

 議案第14号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第14号は、原案のとおり可決されました。 

 議案第15号「令和元年度南箕輪村国民健康保険事業特別会計補正予算(第１号)」の討論を

行います。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第15号を採決いたします。 

 議案第15号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第15号は、原案のとおり可決されました。 

 議案第16号「令和元年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計補正予算(第１号)」の討論を行

います。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第16号を採決いたします。 

 議案第16号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 
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 したがって、議案第16号は、原案のとおり可決されました。 

 議案第17号「令和元年度南箕輪村水道事業会計補正予算(第２号)」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第17号を採決いたします。 

 議案第17号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第17号は、原案のとおり可決されました。 

 議案第18号「令和元年度南箕輪村下水道事業会計補正予算(第２号)」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第18号を採決いたします。 

 議案第18号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第18号は、原案のとおり可決されました。 

 日程第７、委員会の閉会中の継続審査の件を議題といたします。 

 総務経済常任委員長から、委員会において審査中の事件について、会議規則第72条の規定

により、お手元に配付のとおり閉会中の継続審査の申し出がありました。 

 お諮りします。 

 委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。 

〔議場「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議  長（丸山  豊） 異議なしと認めます。 

 したがって、総務経済常任委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決

定しました。 

 日程第８、委員会の閉会中の所管事務の調査の件を議題とします。 

 総務経済常任委員長、福祉教育常任委員長及び議会運営委員長から、所管事務のうち会議

規則第72条の規定により、お手元に配付のとおり、所管事務の調査事項について閉会中の継

続調査の申し出がありました。 

 お諮りします。 

 委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

〔議場「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議  長（丸山  豊） 異議なしと認めます。 

 したがって、総務経済常任委員長、福祉教育常任委員長及び議会運営委員長から申し出の

とおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

 日程第９、議員派遣の件を議題とします。 

 お諮りします。 
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 議員派遣の件について、お手元に配りましたとおり、派遣することにしたいと思います。

御異議ありませんか。 

〔議場「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議  長（丸山  豊） 異議なしと認めます。 

 したがって、議員派遣の件はお手元に配りましたとおり、派遣することに決定しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 会議を閉じます。 

 ここで村長の挨拶を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 閉会に当たりまして、一言、御挨拶を申し上げます。 

 ９月定例会、17日間の長い会期となりましたが、お疲れさまでした。また、全議案可決認

定をいただき、ありがとうございました。決算審査や議案審議、一般質問でいただきました

御意見、御提言は、可能なものは今後の行政執行に生かしてまいります。 

 今議会では、平成30年度の各会計の決算の認定をしていただきました。税収は5.1％の増

となり、22億円台の後半の税額となりました。このことは景気の回復や、あるいは人口の増

加による給与所得者等々の増によるものであり、ありがたいことであります。 

 しかし、今年度を見ますと、固定資産税の伸びもなく、税収は昨年同期と比べまして、約

1,000万円弱の減となっております。この点では厳しくなってくるのかなというふうに感じ

ておるところであります。また、10月から消費税が８％から10％へと増税となってまいりま

す。軽減税率もわかりにくい面もあり、混乱がないことを願っております。消費税増税後の

景気動向を注視をしていく必要があります。 

 また、10月から幼児教育の無償化が始まってまいります。補填財源もいまだ不透明であり

ます。国が始めた事業でありますので、地方の財源負担を求めることがないように、この点

もしっかりと注視をしていかなければならないと思っておるところであります。 

 平成最後の決算となりました。本村では人口増加に伴う子育て教育関連の施設整備に追わ

れた時代となりました。こうした中におきましても、健全財政を維持しながら平成の時代を

締めくくることができました。ありがたいことであり、同時に南箕輪村の活力を感じた時代

になったところでもあります。 

 さて、令和元年度も後半に入ってまいります。計画しました事務事業はほぼ順調に推進が

図られております。また、地方創生拠点施設事業等、年度内に実施しなければならない事業

も増えてきております。職員にはさらに負担をかけなければなりませんが、全庁的な協力体

制の中で乗り切っていければと思っております。 

 これから令和２年度の予算編成の時期となってまいります。議会も新たな議会となり２回

の一般質問をいただきました。その中で前向きに検討する、あるいは実施をすると答えた項

目につきましては、できる限り予算に反映してまいりたいと思っておるところであります。

そして村民に優しい予算、村の活性化につながるようなバランスのとれた予算となるよう、

心がけてまいります。 

 これから収穫の秋を迎えますが、台風による被害もなく、収穫の喜びを感じられるような

秋になることを願い、議員各位にも村の発展のために御協力をいただくことをお願い申し上

げ、また慎重な御審議をいただきましたことに重ねてお礼を申し上げながら、閉会の御挨拶
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とさせていただきます。ありがとうございました。 

議  長（丸山  豊） これをもちまして、令和元年第３回南箕輪村議会定例会を閉会い

たします。お疲れさまでした。 

事務局長（松澤 さゆり） 御起立願います。〔一同起立〕礼。〔一同礼〕 

議  長（丸山  豊） お疲れさまでした。 

 

   閉会 午後３時５３分 
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